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はじめに

ここでは、『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V シリーズ スイッチ コンフィギュレーショ
ン ガイド リリース 4.2(1)VSG1(3.1)』の対象読者、構成、および表記法について説明します。また、関

連資料の入手方法に関する情報も示します。

この前書きは、次のセクションで構成されています。

• 「対象読者」（P.ix）

• 「マニュアルの構成」（P.x）

• 「表記法」（P.x）

• 「関連資料」（P.xi）

• 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」（P.xii）

対象読者
このマニュアルは、仮想化の知識および VMware ツールを使用した仮想マシン作成の経験があり、次

の業務を担当するユーザを対象としています。

• セキュリティ管理：セキュリティ ポリシーとルールの定義および管理を行います。

• ネットワーク管理：特定のポート プロファイルに対するセキュリティ ポリシーの管理および関連

付けを行います。

• ESX サーバ管理：特定の仮想マシン（VM）のために適切なポートグループ（Cisco Nexus 1000V 
と同等のポートプロファイル）を選択します。

（注） VMware vNetwork Distributed Switch の知識は必要な前提条件ではありません。
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はじめに
マニュアルの構成
このマニュアルの構成は、次のとおりです。

表記法
コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

出力例では、次の表記法を使用しています。

章およびタイトル 説明

第 1 章「Cisco Virtual Security Gateway 
の概要」

Cisco Virtual Security Gateway の概要について説明します。

第 2 章「Cisco Virtual Security Gateway 
のコマンドライン インターフェイス」

Cisco Virtual Security Gateway の CLI の使用方法について

説明します。

第 3 章「Cisco Virtual Security Gateway 
の設定」

保護されたネットワーク トラフィックに、Cisco Nexus 
1000V シリーズ スイッチの Cisco Virtual Security Gateway 
ポート プロファイルを設定する方法について説明します。

第 4 章「Cisco Virtual Security Gateway 
のシステム管理」

Cisco Virtual Security Gateway の CLI の設定可能な部分に

ついて説明します。

第 5 章「Cisco Virtual Security Gateway 
のハイ アベイラビリティ」

Cisco Virtual Security Gateway ハイ アベイラビリティの概

念と設定について説明します。

第 6 章「Cisco Virtual Security Gateway 
のファイアウォール プロファイルおよ

びポリシー オブジェクト」

Cisco Virtual Security Gateway のファイアウォール ポリ

シーの設定を確認する方法について説明します。

表記法 説明

太字 コマンドおよびキーワードは太字で示しています。

イタリック体 ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で示しています。

{ } 波カッコの中の要素は、必須です。

[   ] 角カッコの中の要素は、省略可能です。

[ x | y | z ] どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角カッコで囲み、縦棒で区

切って示しています。

string 引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符を使用しません。引用

符を使用すると、その引用符も含めて string とみなされます。

screen フォント スイッチに表示される端末セッションおよび情報は、screen フォントで示して

います。

太字の screen フォン

ト
ユーザが入力しなければならない情報は、太字の screen フォントで示してい

ます。

イタリック体の 
screen フォント

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen フォントで示していま

す。

<   > パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（< >）で囲んで示してい

ます。
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はじめに
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参考資料などを紹介しています。

注意 「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま

す。

関連資料
ここでは、Cisco Virtual Security Gateway および関連製品に利用可能なマニュアルについて説明しま

す。

Cisco Virtual Security Gateway に関するマニュアル

以下の Cisco Virtual Security Gateway for the Nexus 1000V シリーズ スイッチに関するマニュアルは、

Cisco.com の次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11208/tsd_products_support_model_home.html

• 『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch Release Notes, Release 
4.2(1)VSG1(3.1)』

• 『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』

• 『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch License Configuration Guide, 
Release 4.2(1)VSG1(3.1)』

• 『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch Configuration Guide, Release 
4.2(1)VSG1(3.1)』

• 『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch Command Reference, Release 
4.2(1)VSG1(3.1)』

• 『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch Troubleshooting Guide, Release 
4.2(1)VSG1(3.1)』

Cisco Virtual Network Management Center に関するマニュアル

以下の Cisco Virtual Network Management Center に関するマニュアルは、Cisco.com の次の URL で
入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps11213/tsd_products_support_series_home.html

[   ] システム プロンプトに対するデフォルトの応答は、角カッコで囲んで示して

います。

!、# コードの先頭に感嘆符（!）またはポンド記号（#）がある場合には、コメント

行であることを示します。
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はじめに
Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのマニュアル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチに関するマニュアルは、Cisco.com の次の URL で入手できま

す。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9902/tsd_products_support_series_home.html

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新

される『What's New in Cisco Product Documentation』を参照してください。シスコの新規および改訂

版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー 
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま

す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。 
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新機能および変更情報

この章では、『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V シリーズ スイッチ コンフィギュレー
ション ガイド リリース 4.2(1)VSG1(3.1)』の新機能および変更された機能に関するリリース固有の情報

を示します。このマニュアルの 新バージョンは、次のシスコ Web サイトから入手できます。
http://www.cisco.com/go/techdocs

Release 4.2(1)VSG1(3.1) に関する追加情報については、次のシスコ Web サイトから入手できる

『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch Release Notes, Release 
4.2(1)VSG1(3.1)』 を参照してください。http://www.cisco.com/go/techdocs

表 1 に、『Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V Series Switch Configuration Guide, Release 
4.2(1)VSG1(3.1)』の新機能および変更された機能を示します。

表 1 リリース 4.2(1)VSG1(3.1) の新機能と変更された機能

機能 説明

変更された

リリース 参照先

レイヤ 2 モードおよび

レイヤ 3 モードの Cisco 
VSG のサポート 

レイヤ 3 モードの Cisco VSG を配置

する場合、Cisco VSG と VEM を同じ

レイヤ 2 ネットワーク内に置く必要は

ありません。

Release 
4.2(1)VSG1
(3.1)

• 「Cisco VSG の配置シナリオ」（P.1-8）

– 「レイヤ 3 モードの Cisco VSG の 
VEM インターフェイス」（P.1-8）

– 「Virtual Extensible LAN」（P.1-8）

VM は、その位置にかかわらず Cisco 
VSG に到達できます。

• 「Cisco VSG および VLAN のセット

アップ」（P.1-9）

レイヤ 2 モードおよびレイヤ 3 モード

の Cisco VSG を設定する場合に従う

必要のあるシーケンス。

• 「レイヤ 2 モードの Cisco VSG を設定

する場合のシーケンス」（P.1-13）

• 「レイヤ 3 モードの Cisco VSG を設定

する場合のシーケンス」（P.1-14）

レイヤ 3 モードの Cisco VSG 用 VSM 
の IP アドレスおよびセキュリティ 
ポート プロファイルを設定できます。

また、レイヤ 3 モードでカプセル化さ

れた Cisco VSG の vmknic を設定でき

ます。

• 「Cisco VSG（レイヤ 2 モード）の 
VSM 上のポート プロファイルの設定」

（P.3-1）

• 「Cisco VSG（レイヤ 3 モード）の 
VSM 上のポート プロファイルの設定」

（P.3-3）

– 「レイヤ 3 モード VSG カプセル化

のための vmknic の設定」（P.3-5）
v
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はじめに
レイヤ 2 モードおよび

レイヤ 3 モードの Cisco 
VSG のサポート

レイヤ 3 モードの VSG VSN のさまざ

まな接続や到達可能属性を確認するた

めに、vPath ping コマンドの例が追加

されました。

Release 
4.2(1)VSG1
(3.1)

• 「レイヤ 3 モードの vPath ping コマン

ド」（P.3-12）

TCP ステートチェック デフォルトでイネーブルです。vPath 
の TCP ステートチェックを実行しま

す。

4.2(1)VSG1
(2)

「vPath のすべての Cisco VSG VSN の TCP 
ステートチェックの設定」（P.3-8）

vPath Ping vPath 内の VSG VSN の接続および到

達可能性を確認します。

4.2(1)VSG1
(2)

「Cisco VSG の設定の確認」（P.3-10）

表 1 リリース 4.2(1)VSG1(3.1) の新機能と変更された機能 （続き）

機能 説明

変更された

リリース 参照先
vi
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C H A P T E R 1

Cisco Virtual Security Gateway の概要

この章では、Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 1010 Virtual Services 
Appliance の Cisco Virtual Security Gateway（VSG）機能の概要について説明します。

この章では、次の内容について説明します。

• 「Cisco Virtual Security Gateway に関する情報」（P.1-1）

• 「ネットワークのための Cisco Virtual Security Gateway の設定」（P.1-9）

Cisco Virtual Security Gateway に関する情報
ここでは、Cisco VSG の概要について説明します。内容は次のとおりです。

• 「概要」（P.1-1）

• 「製品のアーキテクチャ」（P.1-2）

• 「信頼できるマルチテナント アクセス」（P.1-5）

• 「ダイナミック（仮想化対応）動作」（P.1-5）

• 「Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance 上の Cisco VSG」（P.1-6）

概要

Cisco Virtual Security Gateway（VSG）は、仮想データセンターとクラウド環境への信頼性の高いアク

セスを提供する仮想ファイアウォール アプライアンスです。Cisco VSG は、仮想データセンターのプ

ライベート クラウドまたはパブリック クラウドで共通のコンピュータ インフラストラクチャを共有す

るためのさまざまなセキュリティ プロファイルを持つ、広範な組み合わせのマルチテナントの作業負

荷を可能にします。個別の信頼ゾーンに 1 つ以上の仮想マシン（VM）を関連付けることにより、

Cisco VSG では、確立されたセキュリティ ポリシーを介して信頼ゾーンへのアクセスが制御およびモ

ニタされます。

Cisco VSG は、Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ や Cisco Nexus 1010 と統合され、Cisco NX-OS 
オペレーティング システム上で実行されます。また、Cisco VSG には次の利点があります（図 1-1 を
参照）。

• 信頼できるマルチテナント アクセス：法規制の遵守を強化し、監査を簡素化するための、マルチ

テナント（スケールアウト）環境におけるコンテキスト対応セキュリティ ポリシーによるゾーン 
ベースの制御およびモニタリング。セキュリティ ポリシーは、セキュリティ プロファイル テンプ

レートへと組織され、多くの Cisco VSG の管理および配置を簡素化します。
1-1
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Cisco Virtual Security Gateway に関する情報
• ダイナミック操作：VM がインスタンス化する間のセキュリティ テンプレートおよび信頼ゾーン

のオンデマンド プロビジョニングと、異なる物理サーバ間で VM のライブ移行が発生するときの

モビリティ トランスペアレントの適用およびモニタリング。

• 中断しない管理：セキュリティ全体およびサーバ チーム全体における管理分離。コラボレーショ

ンを提供し、管理者によるエラーを削除し、監査を簡素化します。

図 1-1 Cisco VSG をテナントごとに適用した信頼ゾーン ベースのアクセス コントロール

Cisco VSG には次の機能があります。

• 産業規制に準拠します。

• 仮想化環境の監査プロセスを簡略化します。

• 仮想データセンターまたはプライベート /パブリック クラウド コンピューティング環境などの共有

されたコンピュータ インフラストラクチャ上で、複数のテナントにわたって仮想化された作業負

荷をセキュアに配置することにより、コストを軽減します。

製品のアーキテクチャ

Cisco VSG は、VMware vSphere ハイパーバイザの Cisco Nexus 1000V とともに動作します。また、

Cisco VSG は、Nexus 1000V 仮想イーサネット モジュール（VEM）に組み込まれている仮想ネット

ワーク サービス データパス（vPath）を活用します（図 1-2を参照）。 vPath は、トラフィックをテナン

トの Cisco VSG に誘導します（外部から VM、または VM から VM）。Cisco VSG では初期パケット

の処理が行われ、ポリシーが評価および適用されます。ポリシーが決定すると、Cisco VSG は vPath 
への残りのパケットのポリシー適用をオフロードします。vPath は次の機能をサポートします。

• インテリジェントなインターセプトとリダイレクション：テナント対応のフロー分類およびそれに

続く指定した Cisco VSG のテナントへのリダイレクション

• 高速パスのオフロード：Cisco VSG によって vPath へオフロードされたフローの、テナントごとの

ポリシー適用

Cisco VSG および Nexus 1000V VEM には、次の利点があります（図 1-3を参照）。
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Cisco Virtual Security Gateway に関する情報
• 効率的な配置：各 Cisco VSG は複数の物理サーバにわたってアクセスおよびトラフィックを保護

できます。これにより、物理サーバごとに仮想アプライアンスを配置する必要がなくなります。

• パフォーマンスの 適化：Cisco VSG は、高速パスを 1 つまたは複数の Cisco Nexus 1000V VEM 
vPath モジュールへオフロードすることにより、分散 vPath ベースの適用を介してネットワークの

パフォーマンスを向上させます。

• 動作の簡易性：Cisco VSG は、複数のスイッチ作成や、一時的に異なるスイッチまたはサーバに 
VM を移行する必要がなく、ワンアーム モードで透過的に挿入できます。ゾーン拡張は、仮想ア

プライアンスに限定されている vNIC ではなく、セキュリティ プロファイルに基づきます。ゾーン

拡張は物理サーバのアップグレードを簡素化します。セキュリティの漏洩やアプリケーションの停

止はほとんど発生しません。

• ハイ アベイラビリティ：各テナントに対し、Cisco VSG をアクティブ /スタンバイ モードで配置

し、可用性の高い動作環境を実現します。プライマリ Cisco VSG が使用できないときは、vPath に
よりパケットがスタンバイ Cisco VSG にリダイレクトされます。

• 独立したキャパシティ プランニング：Cisco VSG は、 大計算能力がアプリケーションの作業負

荷に割り当てられるように、セキュリティ運用チームによって制御された専用サーバに配置できま

す。キャパシティ プランニングがサーバとセキュリティ チームにわたって独自に実行され、セ

キュリティ、ネットワークおよびサーバ チームにわたるオペレーション分離を維持できます。

図 1-2 Cisco Virtual Security Gateway の配置トポロジ
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Cisco Virtual Security Gateway に関する情報
高速パスの接続タイムアウト

初に VEM が保護された VM のパケットを検知すると、VEM は Cisco VSG にそのパケットをリダ

イレクトし、実行するアクションを決定します（例：許可、ドロップ、リセットなど）。アクションが

決定されると、Cisco VSG と VEM の両方が接続情報およびアクションを一定期間保存します。この

間、この接続のためのパケットは、追加のポリシー検索なしで同じアクションに従います。高速パスの

接続としてこの接続を考慮します。トラフィックおよびアクションにより、接続が高速パスに留まる時

間が異なります。表 1-1 に、高速パスの接続タイムアウトの詳細を示します

表 1-1 高速パスの接続タイムアウト

プロトコル 接続状態 タイムアウト

TCP FIN および ACKACK で閉じる VEM：4 秒

VSG：4 秒 

RST で閉じる VEM：4 秒

VSG：4 秒 

アクションのドロップ VEM：4 秒

VSG：4 秒 

アクションのリセット VEM：4 秒

VSG：4 秒 

アイドル VEM：36 ～ 60 秒

VSG：630 ～ 930 秒 

UDP アクションのドロップ VEM：4 秒

VSG：4 秒 

アクションのリセット VEM：4 秒

VSG：4 秒 

アイドル VEM：8 ～ 12 秒

VSG：240 ～ 360 秒 

宛先

到達不要

VEM：4 秒

VSG：4 秒 

L3/ICMP アクションのドロップ VEM：2 秒

VSG：2 秒 

アクションのリセット VEM：2 秒

VSG：2 秒 

アイドル VEM：8 ～ 12 秒

VSG：16 ～ 24 秒 

L2（例：IPv6） アクションのドロップ VEM：2 秒

VSG：2 秒 

アクションのリセット VEM：2 秒

VSG：2 秒 

アイドル VEM：8 ～ 12 秒

VSG：12 ～ 18 秒
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Cisco Virtual Security Gateway に関する情報
信頼できるマルチテナント アクセス

Cisco Nexus 1000V 分散仮想スイッチが配置された VMware vSphere 環境に Cisco VSG を透過的に挿

入できます。Cisco VSG の 1 つ以上のインスタンスは、テナントごとに配置されます。これにより多

くのテナントからなる大規模な配置が可能になります。テナントは相互に独立しているため、トラ

フィックはテナントの境界を越えることはできません。Cisco VSG は、テナント レベル、仮想データ

センター（vDC）レベル、および vApp レベルで配置できます。

VM は特定のテナントについてインスタンス化されるため、VM とセキュリティ プロファイルおよび

ゾーン メンバシップとの関連付けは、Cisco Nexus 1000V ポート プロファイルとのバインディングを

介してただちに実行されます。各 VM は配置され論理的な信頼ゾーンへとインスタンス化されます

（図 1-2を参照）。セキュリティ プロファイルには、各ゾーンを出入りするトラフィックのアクセス ポ
リシーを指定するコンテキスト対応ルール セットが含まれています。セキュリティ管理者は、VM と
ネットワーク コンテキストに加え、セキュリティ プロファイルを介してゾーンを直接定義するために

カスタム属性を使用できます。ゾーンからゾーンへのトラフィックに加え、外部からゾーン（および

ゾーンから外部）へのトラフィックにも制御が適用されます。ゾーン ベースの適用は VLAN 内で行わ

れ、VLAN は頻繁にテナントの境界を識別します。Cisco VSG はアクセス コントロール ルールを評価

した後、設定により、Cisco Nexus 1000V VEM vPath モジュールへの適用をオフロードする場合があ

ります。Cisco VSG は。アクセスを許可または拒否できます。また、オプションのアクセス ログが生

成される場合もあります。Cisco VSG は、アクセス ログを使用したポリシー ベースのトラフィック モ
ニタリング機能も提供します。

Cisco VSG のテナントは、複数のハイパーバイザにまたがる VM を保護できます。各テナントは、重

複（プライベート）IP アドレス空間が割り当てられます。IP アドレス空間はマルチテナント クラウド

環境では重要です。

ダイナミック（仮想化対応）動作

仮想化環境はダイナミックであり、テナント全体と VM 全体で頻繁に追加、削除、および変更が行わ

れます。また、VM のライブ移行は、手動またはプログラマチック vMotion イベントにより発生しま

す。図 1-3 に、構造化環境（図 1-2を参照）が、このダイナミック VM 環境により時間とともに変化

する例を示します。

Cisco VSG は、Cisco Nexus 1000V（および vPath）とともに動作し、ダイナミック VM 環境をサポー

トします。通常、Cisco VSG（スタンドアロンまたはアクティブ /スタンバイ ペア）で Cisco Virtual 
Network Management Center（VNMC）にテナントを作成すると、関連するセキュリティ プロファイ

ル（信頼ゾーン定義およびアクセス コントロール ルールを含む）が定義されます。各セキュリティ プ
ロファイルは、Cisco Nexus 1000V ポート プロファイル（Cisco Nexus 1000V Virtual Supervisor 
Module（VSM）で作成され、VMware 仮想センターに発行されたもの）にバインドされます。サーバ

管理者は、新しい VM がインスタンス化される際、VM の仮想イーサネット ポートにポート プロファ

イルを割り当てます。ポート プロファイルが一意にセキュリティ プロファイルと VM ゾーン メンバ

シップを参照するため、セキュリティ制御はただちに適用されます。VM は、異なるポート プロファ

イルまたはセキュリティ プロファイルを割り当てることにより再利用できます。

vMotion イベントがトリガされると、VM が物理サーバ間を横断します。Cisco Nexus 1000V はポート 
プロファイル ポリシーが VM に従うようにするため、関連するセキュリティ プロファイルもこれらの

移動 VM に従い、セキュリティ適用およびモニタリングは vMotion イベントに対して透過的であり続

けます。
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Cisco Virtual Security Gateway に関する情報
図 1-3 ダイナミック VM 環境の Cisco VSG セキュリティ（VM のライブ移行を含む）

Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance 上の Cisco VSG
Cisco Virtual Security Gateway（VSG）は、Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance 上でホス

ティングできます。Cisco Nexus 1010 は、Cisco Network Analysis Module（NAM）、Virtual 
Supervisor Module（VSM）、または Cisco VSG として設定できる 大 6 つの仮想サービス ブレード

（VSB）をホストします。VMware 仮想マシンでホストされた VSM は、Cisco VSG として Cisco 
Nexus 1010 上でホスティングできます。

Cisco VSG のソフトウェアは、別の Cisco Nexus 1010 用ソフトウェア（キックスタート イメージとハ

イパーバイザを含む）にバンドルされています。Cisco Nexus 1010 上で Cisco VSG を実装するための

ソフトウェアは VSB 作成用のソフトウェアに付属しており、ブートフラッシュ リポジトリに格納され

ています。

図 1-4 では、Cisco Nexus 1010 上で VSM と Cisco VSG を実行した場合と、仮想マシン上で VSM と 
Cisco VSG を実行した場合を比較しています。
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図 1-4 VM と Cisco Nexus 1010 の比較 

図 1-5 に、Cisco Nexus 1010 ソフトウェア コンポーネントと Cisco VSG との関連を示します。

図 1-5 Cisco Nexus 1010 ソフトウェア コンポーネント 

Cisco Nexus 1010 の詳細については、『Cisco Nexus 1010 Software Configuration Guide』を参照してく

ださい。
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Cisco Virtual Security Gateway に関する情報
Cisco VSG の配置シナリオ

Release 4.2(1)VSG1(3.1) 以前のリリースでは、Cisco VSG は VEM へのレイヤ 2 隣接に配置する必要

があります。このように配置された場合、このマニュアルでは、Cisco VSG がレイヤ 2 モードで動作

すると表現されます。

現在のバージョンは Cisco VSG のレイヤ 3 モードでの配置をサポートします。Cisco VSG および 
VEM は同じレイヤ 2 ネットワーク内にある必要はありません。VEM および Cisco VSG は、Virtual 
Kernel NIC（vmknic）という特殊な仮想ネットワーク インターフェイスを介して相互に通信します。

この vmknic は、管理者により作成されます。

（注） VEM への隣接は、vPath および Cisco VSG が同じレイヤ 2 ネットワークに属しているため、vPath が
ルータなしでレイヤ 2 の Cisco VSG と対話できることを意味します。

レイヤ 3 モードの Cisco VSG の VEM インターフェイス 

VEM にレイヤ 3 モードの Cisco VSG に保護された VM がある場合、VEM は、レイヤ 3 モードの 
Cisco VSG パケットを終端させるために少なくとも 1 つの IP/MAC ペアが必要です。VEM はルータで

はなく IP ホストとして機能し、IPv4 アドレスだけをサポートします。

VEM のレイヤ 3 コントロールの設定と同様に、レイヤ 3 モードの Cisco VSG との通信に使用する IP 
アドレスは、capability l3-vn-service コマンドを持つ vmknic にポート プロファイルを割り当てるこ

とによって設定されます。

vmknic インターフェイス VEM の使用を設定するために、ポート プロファイル コンフィギュレーショ

ンの capability l3-vn-service コマンドを使用してポート プロファイルを割り当てることができます。

vPC-HM MAC ピン接続が必要なサーバ コンフィギュレーションの複数のアップリンク（またはサブ

グループ）上で、レイヤ 3 モードの Cisco VSG のトラフィックを伝送するために、 大 4 つの vmknic 
を設定できます。同じ ESX/ESXi ホスト内の、レイヤ 3 モードの VXLAN vmknic すべてを、

capability l3-vn-service パラメータを使用してポート プロファイルに割り当てることを推奨します。

ローカル vEthernet インターフェイスで送信され、Cisco VSG にリダイレクトされる必要のあるレイヤ 
3 モードのトラフィックは、フレーム内の送信元 MAC に基づき、この vmknic 間で分散されます。

VEM は、レイヤ 3 モードの複数の vmknic を自動的にピン接続し、アップリンクを分割します。アッ

プリンクに障害が発生すると、VEM は vmknic を動作中のアップリンクに自動的に再度ピン接続しま

す。

Cisco VSG 宛てのカプセル化されたトラフィックが vmknic サブネット以外の異なるサブネットに接続

されている場合、VEM は VMware ホスト ルーティング テーブルを使用しません。代わりに、vmknic 
はリモート Cisco VSG IP アドレスに対して ARP を開始します。アップストリーム ルータは、プロキ

シ ARP 機能を使用して応答するように設定する必要があります。

Virtual Extensible LAN

現在のリリースでは、Cisco Nexus 1000v は Virtual Extensible LAN（VXLAN）機能をサポートしま

す。これは 24 ビット LAN セグメント ID を定義し、クラウド スケールのセグメンテーションを提供し

ます。

VXLAN は次をイネーブル化します。

• 異なるサブネット上に配置された仮想マシン間で拡張される論理ネットワーク。

• 異なるサブネットに追加される新しいサーバ。

• 異なるサブネット内のサーバ間を移行する仮想マシン。
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同じ VXLAN に存在する VM は、Cisco VSG で保護できます。

（注） Cisco VSG は、VLAN 内に存在する必要があります。

ネットワークのための Cisco Virtual Security Gateway の
設定

ここでは、ネットワークのための Cisco Virtual Security Gateway の設定について説明します。次の項

目を取り上げます。

• 「Cisco VSG および VLAN のセットアップ」（P.1-9）

• 「Cisco VSG の設定の概要」（P.1-10）

• 「レイヤ 2 モードの Cisco VSG を設定する場合のシーケンス」（P.1-13）

Cisco VSG および VLAN のセットアップ

Cisco VSG は、その位置にかかわらず VM が Cisco VSG に到達できるようにセットアップされます。

Cisco Nexus 1000V VEM の vPath コンポーネントは、VM からのパケットを代行受信し、さらなる処

理を行うために Cisco VSG に送信します。

図 1-6 に、Cisco VSG を示します。この図では、Cisco VSG に 3 つの異なる VLAN（管理 VLAN、

サービス VLAN、および HA VLAN）が接続されています。Cisco VSG には 3 つの vNICS が設定さ

れ、各 vNIC が VLAN のいずれかに接続されます。VLAN の機能は次のとおりです。

• 管理 VLAN は VMware vCenter、Cisco Virtual Network Management Center、および Cisco Nexus 
1000V VSM などの管理プラットフォームや、管理対象の複数の Cisco VSG を接続します。

• サービス VLAN は、Cisco Nexus 1000V VEM と複数の Cisco VSG との間の通信を提供します。

すべての Cisco VSG は、サービス VLAN の一部であり、VEM はこの VLAN を使用して Cisco 
VSG と通信します。

• HA VLAN は、ハートビート メカニズムで、マスター /スレーブ関係を識別します。

VM から VM への通信のために、1 つまたは複数の VM データ VLAN を割り当てることができます。

マルチテナント環境では、管理 VLAN はすべてのテナント間で共有され、サービス VLAN、HA 
VLAN、および VM データ VLAN はテナントごとに割り当てられます。ただし、VLAN のリソースが

少ない場合は、サービスおよび HA 機能用の単一の VLAN を使用することもできます。
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図 1-6 Cisco Virtual Security Gateway の VLAN 使用状況

（注） Cisco VSG は VXLAN 上にはありません。Cisco VSG は VXLAN のデータ トラフィックだけをサポー

トします。詳細については、『Cisco Nexus 1000V  Layer 2 Switching Configuration Guide, Release 
4.2(1)SV1(5.1)』を参照してください。

Cisco VSG の設定の概要

ここでは、Cisco VSG の設定の概要について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ VSM」（P.1-10）

• 「ポート プロファイル」（P.1-11）

• 「Virtual Security Gateway」（P.1-11）

• 「セキュリティ プロファイル」（P.1-11）

• 「ファイアウォール ポリシー」（P.1-12）

Cisco VSG を仮想化されたデータセンター ネットワークにインストールした場合は、Cisco Nexus 
1000V シリーズ スイッチ VSM および Cisco VSG の設定を変更する必要があります。

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ VSM

VSM は、論理的なモジュラ スイッチです。1 つの VSM が複数の VEM を制御します。VSM は、物理

的なライン カード モジュールの代わりに、サーバ内のソフトウェアで実行される VEM をサポートし

ます。設定は VSM を介して実行され、VEM に自動的に反映されます。1 つのホスト上のハイパーバ

イザ内にあるソフト スイッチを一度に設定する代わりに、VSM が管理するすべての VEM 上で、ただ

ちに使用するための設定を定義できます。
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ポート プロファイル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ では、ポート プロファイルを使用してインターフェイスを設定

します。VSM の管理インターフェイスを介して、複数のインターフェイスにポート プロファイルをす

べて同じ設定で割り当てることができます。ポート プロファイルを変更すると、そのポート プロファ

イルが割り当てられているすべてのインターフェイスの設定に自動的に反映されます。

VMware vCenter Server では、ポート プロファイルはポート グループとして表されます。vEthernet イ
ンターフェイスまたは Ethernet インターフェイスは、vCenter Server で次の機能のポート プロファイ

ルに割り当てられます。

• ポリシーによるポート設定の定義。

• 単一のポリシーの多数のポートへの適用。

• vEthernet ポートと Ethernet ポートの両方のサポート。

アップリンクとして設定されていないポート プロファイルは、VM 仮想ポートに割り当てられます。

セキュリティ プロファイルと Cisco VSG の IP アドレスをバインドすると、VM ポート プロファイル

は、Cisco VSG によって提供されるセキュリティ サービス（VM セグメンテーション用など）のプロ

ビジョニングに使用できます。

Virtual Security Gateway

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ用 Cisco VSG は、仮想データセンターとクラウド環境への信頼

されたアクセスを提供する仮想ファイアウォール アプライアンスです。管理者はホスト上でサービス 
VM として Cisco VSG をインストールし、セキュリティ プロファイルとファイアウォール ポリシーで

設定できます。これにより、VM セグメンテーションおよび他のファイアウォール機能を提供し、VM 
へのアクセスを保護します。

セキュリティ プロファイル

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ ポート プロファイルは、各 VM のネットワーク パラメータを

ダイナミックにプロビジョニングします。同じポリシーのプロビジョニングは、VM がポート プロ

ファイルに接続された場合、各 VM がネットワーク サービス ポリシーとダイナミックにプロビジョニ

ングされるようにネットワーク サービスの設定情報を伝達します。このプロセスは、ポート プロファ

イルでの ACL または QoS ポリシーの関連付けと同様です。ネットワーク サービスの設定に関する情

報は、セキュリティ プロファイルと呼ばれる独立したプロファイル内に作成され、ポート プロファイ

ルに接続されます。セキュリティ管理者は、Cisco VSG にセキュリティ プロファイルを作成し、これ

をネットワーク管理者が VSM の適切なポート プロファイルに関連付けます。

セキュリティ プロファイルは、ポリシーの記述に使用できるカスタム属性を定義します。特定のポー

ト プロファイルのタグが付いたすべての VM は、そのポート プロファイルに関連付けられたセキュリ

ティ プロファイルで定義されたファイアウォール ポリシーおよびカスタム属性を継承します。各カス

タム属性は state = CA のように名前と値のペアで設定されます。ネットワーク管理者はまた、特定の

ポート プロファイルに関連付けられている Cisco VSG をバインドします。ポート プロファイルに関連

付けられている Cisco VSG は、そのポート プロファイルにバインドされるアプリケーション VM の
ネットワーク トラフィックのファイアウォール ポリシーを適用します。同じ Cisco VSG は、アプリ

ケーション VM の位置に関係なく使用されます。このため、VMotion 手順を実行中でもポリシーは一

貫して適用されます。トラフィックがサービス プロファイルにバインドされている場合、そのサービ

ス プロファイルに関連付けられたポリシーが実行されるように、サービス プロファイル固有のポリ

シーをバインドすることもできます。サービス プレーンおよび管理プレーンは、両方ともマルチテナ

ント機能の要件をサポートします。異なるテナントは、独自の Cisco VSG（または複数の Cisco VSG 
のセット）を持ち、個別に定義されたポリシーを適用できます。各 ESX ホストの vPath は、適切な 
Cisco VSG にテナント トラフィックをインテリジェントにリダイレクトできます。
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ファイアウォール ポリシー

ファイアウォール ポリシーを使用して、Cisco VSG のネットワーク トラフィックを適用できます。

Cisco VSG の主要コンポーネントはポリシー エンジンです。ポリシー エンジンは、Cisco VSG で受信

したネットワーク トラフィックをフィルタリングする設定としてポリシーを使用します。

ポリシーは、一連の間接的な関連付けを使用して Cisco VSG にバインドされます。セキュリティ管理

者は、セキュリティ プロファイルを設定すると、セキュリティ プロファイル内のポリシー名を参照で

きます。セキュリティ プロファイルは、Cisco VSG へのリファレンスを持つポート プロファイルに関

連付けられます。

ポリシーは、次のポリシー オブジェクトのセットを使用して構築されます。

• 「オブジェクト グループ」（P.1-12）

• 「ゾーン」（P.1-12）

• 「ルール」（P.1-12） 

• 「アクション」（P.1-12）

• 「ポリシー」（P.1-13） 

オブジェクト グループ

オブジェクト グループは、属性に関連する条件のセットです。オブジェクト グループおよびゾーンは

異なる方向のさまざまなルール間で共有されるため、オブジェクト グループ条件で使用される属性は、

方向付けされず、ニュートラルである必要があります。オブジェクト グループは、ファイアウォール 
ルールの記述を支援するセカンダリ ポリシー オブジェクトです。ルール条件は、演算子を使用するこ

とによりオブジェクト グループを参照できます。

ゾーン

ゾーンは、VM の論理グループまたはホストです。ゾーンは、ゾーン名を使用したゾーン属性に基づく

ポリシーの記述を許可することにより、ポリシーの記述を簡素化できます。ゾーン定義により、ゾーン

に VM がマッピングされます。論理グループの定義は、vCenter に定義された VM 属性など、VM また

はホストに関連付けられた属性に基づくことができます。ゾーン定義は条件ベースのサブネットおよび

エンドポイントの IP アドレスとして記述できます。

オブジェクト グループおよびゾーンは異なる方向のさまざまなルール間で共有されるため、オブジェ

クト グループで使用される属性は、方向付けされず、ニュートラルである必要があります。

ルール

ファイアウォール ルールは複数の条件とアクショで構成できます。ルールは、ポリシー内で、条件

ベースのサブネット、またはエンド ポイントの IP アドレスおよび VM 属性として定義できます。

アクション

アクションはポリシー評価の結果です。指定したルール内で、次のアクションを 1 つまたは複数定義し

て関連付けることができます。

• 許可

• ドロップ パケット

• リセット

• ログ

• インスペクション
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ポリシー

ポリシーは、Cisco VSG 上のネットワーク トラフィックを適用します。Cisco VSG で動作する主要コ

ンポーネントはポリシー エンジンです。ポリシー エンジンは、Cisco VSG で受信したネットワーク ト
ラフィックに対して適用された場合に、ポリシーを設定として取得し、実行します。ポリシーは、次の

ポリシー オブジェクトのセットを使用して構築されます。

• ルール

• 条件 

• アクション

• オブジェクト グループ

• ゾーン

ポリシーは、一連の間接的な関連付けを使用して Cisco VSG にバインドされます。セキュリティ管理

者は、セキュリティ プロファイルを設定すると、セキュリティ プロファイル内のポリシー名を参照で

きます。セキュリティ プロファイルは、Cisco VSG へのリファレンスを持つポート プロファイルに関

連付けられます。

サービス ファイアウォールのロギング

サービス ファイアウォールのログは、ポリシーのテストおよびデバッグを行うツールです。ポリシー

の評価中に、ポリシー エンジンによりポリシー評価のポリシー結果が表示されます。このツールは、

ポリシーをトラブルシューティングするユーザとポリシー記述者双方に役立ちます。

レイヤ 2 モードの Cisco VSG を設定する場合のシーケンス

ここでは、管理者としてレイヤ 2 モードの Cisco VSG を設定する場合に従う必要のあるシーケンスの

概要について説明します （図 1-7 を参照）。

1. Cisco VSG サービス VM をインストールおよびセットアップし、有効な IP アドレスで Cisco VSG 
を設定します。

2. ファイアウォール ポリシーでカスタム属性を使用する場合は、Cisco VSG のセキュリティ プロ

ファイル設定の一連のカスタム属性を作成します。

3. オブジェクト グループ、ゾーン、ルール、条件、アクション、ポリシーなどの適切なポリシー オ
ブジェクトを使用して Cisco VSG 上でファイアウォール ポリシーを記述します。

4. ファイアウォール ポリシーを作成したら、以前に作成したセキュリティ プロファイルにポリシー

をバインドします。この手順は、セキュリティ プロファイル管理インターフェイスを使用します。

5. セキュリティ プロファイルとファイアウォール ポリシーが完全に構築されると、VSM 上のポート 
プロファイル管理インターフェイスを介して、Cisco VSG 提供のアクセス保護を要求する VM 
ポート プロファイルとこのセキュリティ プロファイルをバインドできます。また、Cisco VSG を 
VM ポート プロファイルのセットとバインドする必要があります。
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図 1-7 Cisco Virtual Security Gateway のレイヤ 2 設定フロー 

レイヤ 3 モードの Cisco VSG を設定する場合のシーケンス

レイヤ 3 モードの Cisco VSG を設定する前に、L# vmknic を作成します。詳細については、「レイヤ 3 
モード VSG カプセル化のための vmknic の設定」（P.3-5）を参照してください。

ここでは、レイヤ 3 モードの Cisco VSG を設定する場合に従う必要のあるシーケンスの概要について

説明します（図 1-8（P.1-15） を参照）。

1. Cisco VSG サービス VM をインストールおよびセットアップし、有効な IP アドレスで Cisco VSG 
を設定します。

2. 管理者としてファイアウォール ポリシーでカスタム属性を使用する場合は、Cisco VSG のセキュ

リティ プロファイル設定の一連のカスタム属性を作成します。

3. 管理者として、オブジェクト グループ、ゾーン、ルール、条件、アクション、ポリシーなどの適

切なポリシー オブジェクトを使用して Cisco VSG 上でファイアウォール ポリシーを記述します。

4. ファイアウォール ポリシーを作成したら、管理者として、以前に作成したセキュリティ プロファ

イルにポリシーをバインドします。この手順は、セキュリティ プロファイル管理インターフェイ

スを使用します。

5. セキュリティ プロファイルとファイアウォール ポリシーが完全に構築されると、管理者として、

VSM 上のポート プロファイル管理インターフェイスを介して、Cisco VSG 提供のアクセス保護を

要求する VM ポート プロファイルとこのセキュリティ プロファイルをバインドできます。管理者

として、Cisco VSG を VM ポート プロファイルのセットとバインドする必要があります。
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図 1-8 Cisco Virtual Security Gateway のレイヤ 3 設定フロー 

レイヤ 2 モードからレイヤ 3 モードへの移行

前提条件

1. ルータ（仮想または物理）には、2 つのレッグがあります

• 1 つは L3 vmknic vlan (vlan 10) 5.5.5.x ネットワークにあります（下の例を参照）

• もう 1 つは既存の Layer 2 Cisco VSG service vlan (vlan 5) 6.6.6.x ネットワークにあります

（下の例を参照）

• プロキシ ARP は、ルータの vlan 10 interface/leg でイネーブルになります

2. セットアップは 1.3 VNMC、1.3 Cisco VSG、および CN VSM/VEM にアップグレードされます

手順

ステップ 1 すべての VEM（vlan 10）に vmknic L3 を追加します。

a. アップリンク ポートの L3 vmknic vlan をプロビジョニングします。

b. l3 機能および vlan 10 を使用してポート プロファイルを作成します。

c. vmknic を作成し、b で作成されたポート プロファイルを vmknic と関連付けます。

d. 各 VEM ホストで手順 3 を繰り返します。

ステップ 2 VEM から VEM、VEM から VSG の L3 vmknic 接続を確認します。

a. 各 VEM からそのピアまで、VEM から VEM への vmkping を実行します。

[root@sg-dmastrop-sd4 Storage1 (1)]# vmkping 5.5.5.2
PING 5.5.5.2 (5.5.5.2): 56 data bytes
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64 bytes from 5.5.5.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.467 ms

b. VSM で ping vsn を実行し、VEM から VSG の接続を確認します。

vsm-d16-bl434(config-vnm-policy-agent)# ping vsn ip 6.6.6.99 src-module all
ping vsn 6.6.6.99 vlan 0 from module 3 4, seq=0 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(434)  4(434)

ping vsn 6.6.6.99 vlan 0 from module 3 4, seq=1 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(356)  4(481)

ping vsn 6.6.6.99 vlan 0 from module 3 4, seq=2 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(341)  4(448)

ping vsn 6.6.6.99 vlan 0 from module 3 4, seq=3 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(368)  4(466)

ping vsn 6.6.6.99 vlan 0 from module 3 4, seq=4 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(346)  4(414)

ステップ 3 ステップ a.または ステップ b に進みます  （この手順の実行中に、ポート プロファイルを使用した VM 
からの新しいトラフィックの速度が低下するため、トラフィックが一時中断される場合があります。既

存のフローは影響を受けません）。

a. 既存のレイヤ 2 モードのポート プロファイルを変更してレイヤ 3 モードをサポートします（新し

いセッションは中断されます）。

1. レイヤ 2 モードのポート プロファイルで no-vn-service を実行し、既存の Layer 2 vn-service 
設定を削除します。

2. 新しい vn-service を設定します。

Vn-service <same ip address> l3-mode security-profile  <same security-profile 
name>

例：

vn-service ip-address 6.6.6.99 l3-mode security-profile L3mode2

b. 新しいレイヤ 3 モードのポート プロファイルを作成し、既存のレイヤ 2 モードのポート プロファ

イルはそのままにします。

1. 新しいレイヤ 3 モードのポート プロファイルを作成します。

例：

port-profile type vethernet L3_vlan121_VM
  vmware port-group
  switchport mode access
  switchport access vlan 121   <<< access vlan for the traffic VM
  org root/L3_mode/dc2
  no shutdown
  vn-service ip-address 6.6.6.99 l3-mode security-profile L3mode2
  state enabled

2. トラフィック VM のポート プロファイルを新しいレイヤ 3 モードのポート プロファイルに変更し

ます（新しいセッションは中断されます）。
1-16
Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V シリーズ スイッチ コンフィギュレーション ガイド リリース 4.2(1)VSG1(3.1)

OL-25778-01-J



 

Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V シリーズ スイッチ コンフィギ

OL-25778-01-J
C H A P T E R 2

Cisco Virtual Security Gateway のコマンド
ライン インターフェイス

この章では、Cisco Virtual Security Gateway（VSG）のコマンドライン インターフェイス（CLI）につ

いて説明します。

この章では、次の内容について説明します。

• 「CLI プロンプトの概要」（P.2-1）

• 「コマンド モード」（P.2-2）

• 「特殊文字」（P.2-5）

• 「キーストローク ショートカット」（P.2-5）

• 「コマンドの省略」（P.2-7）

• 「no 形式のコマンドの使用」（P.2-7）

• 「ヘルプの使用方法」（P.2-8）

（注） この章で説明されているのは、Cisco VSG CLI に関する情報です。Cisco Nexus 1000V シリーズ ス
イッチ CLI または Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance CLI の詳細については、該当する製品

のマニュアルを参照してください。

CLI プロンプトの概要 
システムに正常にアクセスすると、コンソール ポートのターミナル ウィンドウまたはリモート ワーク

ステーションに、次のような CLI プロンプトが表示されます。

switch# 

このスイッチ プロンプトは別の名前に変更することも、そのままにしておくこともできます。

switch# configure
switch(config)# switchname vsg100
switch(config)# exit
vsg100#

CLI プロンプトから、次の方法を実行できます。

• 機能を設定するための CLI コマンドを使用する。

• コマンド履歴にアクセスする。
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• コマンド解析機能 を使用する。

コマンド モード 
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「コマンド モードに関する情報」（P.2-2）

• 「EXEC コマンド モード」（P.2-3）

• 「グローバル コンフィギュレーション コマンド モード」（P.2-3）

• 「コンフィギュレーション モードの終了」（P.2-3）

• 「コマンド モードの概要」（P.2-4）

コマンド モードに関する情報

CLI は、いくつかのコマンド モードに分けられます。ユーザが実行できるアクションは、コマンド 
モードによって定義されます。コマンド モードは「ネスト」されており、順番にアクセスされます。

初めてログインしたときは CLI EXEC モードで開始されます。

EXEC モードからグローバル コンフィギュレーション モードにナビゲートしていくと、使用できるコ

マンド数が増えます。グローバル コンフィギュレーション モードに移るには、次のコマンドを入力し

ます。

config t

表 2-1 は、コマンド アクセスがユーザ EXEC モードからグローバル コンフィギュレーション モードへ

どのように形成されるかを示します。

表 2-1 グローバル コンフィギュレーション モードへのアクセス

EXEC コマンド モードのすべてのコマンドは、グローバル コンフィギュレーション コマンド モードか

らアクセスできます。たとえば、show コマンドは、どのコマンド モードからも使用できます。

コマンド モード プロンプト 説明 

EXEC vsg# • リモート デバイスに接続します。

• 端末回線の設定を一時的に変更します。

• 基本テストを実行します。

• システム情報を一覧します（show コマン

ド）。

グローバル コンフィ

ギュレーション

vsg(config)# EXEC コマンドへのアクセスを含めます。

• リモート デバイスに接続します。

• 端末回線の設定を一時的に変更します。

• 基本テストを実行します。

• システム情報を一覧します（show コマン

ド）。
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コマンド モード
EXEC コマンド モード 
初めてログインしたときは EXEC モードで開始されます。EXEC モードで使用可能なコマンドには、

デバイスの状態および構成情報を表示する show コマンド、clear コマンド、デバイス設定に保存して

いない処理を実行するその他のコマンドなどがあります。

グローバル コンフィギュレーション コマンド モード

グローバル コンフィギュレーション モードでは、 も広範囲のコマンドにアクセスできます。たとえ

ば、デバイスによって保存された設定を変更し、保存して、デバイスの再起動時に適用する場合に使用

するコマンドなども含まれます。

グローバル コンフィギュレーション モードでコマンドを入力すると、実行中のコンフィギュレーショ

ン ファイルがすぐに更新されます。ただし、次のコマンドを使用して、スタートアップ コンフィギュ

レーション ファイルにコマンドを保存する必要もあります。

copy running-config startup-config 

グローバル コンフィギュレーション モードでは、プロトコル固有、プラットフォーム固有、および機

能固有コンフィギュレーション モードにアクセスできます。

コンフィギュレーション モードの終了

コンフィギュレーション モードを終了するには、次のいずれかのコマンドを使用します。

コマンド 目的

exit

Example:
vsg(config-rule)# exit
vsg(config)# 

現在のコンフィギュレーション コマンド モードを終了して、以前のコン

フィギュレーション コマンド モードに戻ります。

end

Example:
vsg(config)# end
vsg# 

コンフィギュレーション コマンド モードを終了して、EXEC モードに

戻ります。

Ctrl-z

Example:
vsg(config)# ^z
vsg# 

現在のコンフィギュレーション コマンド モードを終了して、EXEC 
モードに戻ります。

注意 有効なコマンドを入力してから、コマンド ラインの 後で 
Ctrl+Z を押すと、CLI によってそのコマンドが実行コンフィ

ギュレーション ファイルに追加されます。コンフィギュレー

ション モードを終了する場合は、exit または end コマンドを

使用することを推奨します。
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CLI 設定変更の保存
コマンド モードの概要 
表 2-2 は、コマンド モードの概要を示します。

CLI 設定変更の保存
ここでは、CLI 設定変更を保存する方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「実行コンフィギュレーション」（P.2-4）

• 「スタートアップ コンフィギュレーション」（P.2-5）

• 「実行コンフィギュレーションのスタートアップ コンフィギュレーションへのコピー」（P.2-5）

実行コンフィギュレーション

実行コンフィギュレーションは、デバイス上で現在実行中のコンフィギュレーションです。実行コン

フィギュレーションには、デバイスが 後に再起動してから、コマンドを入力して加えた設定変更が含

まれます。デバイスが再起動すると、実行コンフィギュレーションは、スタートアップ コンフィギュ

レーションのコピーに置き換えられます。実行コンフィギュレーションに加えられた変更は、スタート

アップ コンフィギュレーションにコピーされていないと、廃棄されます。

表 2-2 「コマンド モードの概要」 

モード アクセス方法 プロンプト 終了方法

EXEC ログイン プロンプトから、

ユーザ名とパスワードを

入力します。

VSG# 終了してログイン プロンプトに

戻るには、exit コマンドを使用

します。

グローバル コンフィ

ギュレーション

EXEC モードで、

configure コマンドを入力

します。

VSG(config)# 終了して EXEC モードに戻るに

は、end または exit コマンドを

使用するか、Ctrl+Z を押しま

す。

ゾーン設定 グローバル コンフィギュ

レーション モードで、

zone zone-name コマンド

を入力します。

VSG(config-zone)# 終了してグローバル コンフィ

ギュレーション モードに戻るに

は、exit コマンドを使用します。

終了して EXEC モードに戻るに

は、end コマンドを使用するか、

Ctrl+Z を押します。

Data0 インターフェイ

ス コンフィギュレー

ション

グローバル コンフィギュ

レーション モードで、

interface data0 コマンド

を入力します。

VSG(config-if)# 終了してグローバル コンフィ

ギュレーション モードに戻るに

は、exit コマンドを使用します。

終了して EXEC モードに戻るに

は、end コマンドを使用するか、

Ctrl+Z を押します。
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特殊文字
スタートアップ コンフィギュレーション

スタートアップ コンフィギュレーションは、保存された設定であり、デバイスを再起動したときに、

デバイスによって使用されます。デバイスに設定変更を加えると、設定変更が自動的に実行コンフィ

ギュレーションに保存されます。設定変更を永続的に保存する場合は、設定変更をスタートアップ コ
ンフィギュレーションにコピーする必要があります。そうすると、デバイスをリブートまたは再起動し

たときに、設定変更が維持されます。

実行コンフィギュレーションのスタートアップ コンフィギュレーションへ
のコピー

変更がリブートおよび再起動後も永続的に保存されるように、実行コンフィギュレーションに加えた変

更をスタートアップ コンフィギュレーションにコピーするには、次のコマンドを使用します。

特殊文字
表 2-3 に、テキスト ストリングで特別な意味を持つ文字を示します。正規表現その他の特有なコンテ

キストでのみ使用します。

キーストローク ショートカット
表 2-4 に、EXEC モードおよびコンフィギュレーション モードの両方で使用されるコマンド キーの組

み合わせを示します。

コマンド 目的

ステップ 1 copy running-config startup-config

Example:
vsg(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスター

トアップ コンフィギュレーションにコピー

し、リブート /再起動することで、実行コン

フィギュレーションを永続的に保存します。

表 2-3 「特殊文字」 

文字 説明

| 垂直バー

< > より小さい、またはより大きい

表 2-4 「キーストローク ショートカット」

キー 説明

Ctrl+A  カーソルを行の先頭に移動します。

Ctrl+B  カーソルを 1 文字分だけ後退させます。

複数行にわたってコマンドを入力するときは、←キーまたは Ctrl+B キーを

繰り返し押してシステム プロンプトまでスクロール バックして、コマンド 
エントリの先頭まで移動できます。あるいは Ctrl+A キーを押してコマン

ド エントリの先頭に移動します。
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キーストローク ショートカット
Ctrl+C コマンドを取り消して、コマンド プロンプトに戻ります。

Ctrl+D  カーソル位置にある文字を削除します。

Ctrl+E  カーソルを行の末尾に移動します。

Ctrl-F  カーソルを 1 文字分だけ進めます。

Ctrl+G  コマンド ストリングを削除せずに、コマンド モードを終了して以前のコマ

ンド モードに戻ります。

Ctrl+K  カーソル位置からコマンド ラインの末尾までのすべての文字を削除しま

す。

Ctrl+L   現在のコマンド ラインを再表示します。

Ctrl+R  現在のコマンド ラインを再表示します。

Ctrl+T  カーソルの左にある文字を、カーソルの右にある文字と置き換えます。

Ctrl+U   カーソル位置からコマンド ラインの先頭までのすべての文字を削除しま

す。

Ctrl+W  カーソルの左にある単語を削除します。

Ctrl+X、H   履歴を表示します。

このキーの組み合わせを使用するときは、Ctrl キーと X キーを同時に押し

て放してから、H を押します。

Ctrl+Y  バッファ内の 新のエントリを呼び出します（キーを同時に押します）。

Ctrl+Z  コンフィギュレーション セッションを終了して、EXEC モードに戻りま

す。

有効なコマンドを入力してから、コマンド ラインの 後で Ctrl+Z を使用

すると、コマンドの結果の設定がまず実行コンフィギュレーション ファイ

ルに追加されます。

コマンド履歴の前のコマンドを表示します。

コマンド履歴の次のコマンドを表示します。

コマンド履歴内でカーソルを移動して、コマンド ストリングを見つけま

す。

? 使用可能なコマンドのリストを表示します。

表 2-4 「キーストローク ショートカット」 （続き）

キー 説明
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コマンドの省略
コマンドの省略
コマンドの 初の数文字を入力することで、コマンドおよびキーワードを省略できます。省略形には、

コマンドまたはキーワードを一意に識別でき得る文字数を含める必要があります。コマンドの入力で問

題が生じた場合は、システム プロンプトを確認し、疑問符（?）を入力して使用できるコマンドのリス

トを表示してください。コマンド モードが間違っているか、間違った構文を使用している可能性があ

ります。

表 2-5 に、コマンド省略形の例を示します。

no 形式のコマンドの使用
ほとんどすべてのコンフィギュレーション コマンドには no 形式があり、これを使用して機能を無効に

できます。たとえば、VLAN を削除するには、no vlan コマンドを使用します。再度イネーブルにする

には、vlan コマンド形式を使用します。

Tab ワードの 初の文字を入力して Tab キーを押すと、ワードが補完されま

す。文字に一致するすべてのオプションが表示されます。

次の名前を補完する場合に使用します。

• コマンド名

• ファイル システム内のスキーム名

• ファイル システム内のサーバ名

• ファイル システム内のファイル名

次に、タブのキーストロークを使用する例を示します。

vsg(config)# xm<Tab> 
vsg(config)# xml <Tab> 
vsg(config)# xml server

次に、タブのキーストロークを使用する例を示します。

vsg(config)# vn<Tab>
vnm-policy-agent vns-binding 

vsg(config)# security-pr<Tab>
vsg(config)# security-profile 

表 2-4 「キーストローク ショートカット」 （続き）

キー 説明

表 2-5 コマンド省略形の例

コマンド 省略形

configure conf

copy running-config startup-config copy run start

show running-config sho run
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ヘルプの使用方法
たとえば、グローバル コンフィギュレーション モードで boot コマンドを使用している場合は、no 
boot コマンドを使用して結果を元に戻すことができます。

vsg(config)# boot system bootflash: svs1.bin
vsg(config)# no boot system bootflash: svs1.bin

ヘルプの使用方法
CLI には次のヘルプ機能があります（表 2-6 および表 2-7 を参照）。

表 2-7 の例は、構文エラーの分離および状況依存ヘルプの使用方法を示します。

表 2-6 CLI ヘルプ機能

機能 説明

? 有効な入力オプションを一覧表示するには、疑問符（?）を入力します。

^ CLI はキャレット記号（^）を構文行の下に出力して、コマンド ストリング、キーワー

ド、または引数の入力エラーを示します。

↑を使用して、直前に入力したコマンドを CLI に表示し、エラーを修正することができ

ます。

表 2-7 CLI での構文エラーの分離および状況依存ヘルプの使用

コマンド 目的

ステップ 1 show interface ?

Example:
vsg# show interface ?
  <CR>
  >                 Redirect it to a file
  >>                Redirect it to a file in append mode
  brief             Show brief info of interface
  capabilities      Show interface capabilities information
  counters          Show interface counters
  data              Data interface
  debounce          Show interface debounce time information
  description       Show interface description
  ethernet          Ethernet IEEE 802.3z
  fcoe (no abbrev)  Show FCoE info for interface
  loopback          Loopback interface
  mac-address       Show interface MAC address
  mgmt              Management interface
  port-channel      Port Channel interface
  snmp-ifindex      Show snmp ifindex list
  status            Show interface line status
  switchport        Show interface switchport information
  transceiver       Show interface transceiver information
  trunk             Show interface trunk information
  vethernet         Virtual ethernet interface
  virtual           Show virtual interface information
  |                 Pipe command output to filter

vsg# 

EXEC モードで、show interface コマン

ドと一緒に使用されるオプションのパラ

メータを表示します。
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ヘルプの使用方法
ステップ 2 show interface module ?

Example:
vsg# show interface module ?
                        ^
Invalid command (interface name) at '^' marker.
?
vsg# 

無効なコマンド エラーのメッセージを表

示して、構文エラーをポイント（^）しま

す。

ステップ 3 Ctrl-P or the Up Arrow

Example:
vsg# <Ctrl-P>
vsg# show interface data0

直前に入力したコマンドを表示して、エ

ラーを修正できます。

ステップ 4 show interface data ?

Example:
vsg# show interface data ?
  <0-0>  Data interface number
vsg# 

データ インターフェイス（data0）を表示

するための構文を表示します。

ステップ 5 show interface data0

Example:
vsg# show interface data0
control0 is up
  Hardware: Ethernet, address: 0050.5691.53b6 (bia 
0050.5691.53b6)
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA
  full-duplex, 1000 Mb/s
  Auto-Negotiation is turned on
  1 minute input rate 1920 bits/sec, 0 packets/sec
  1 minute output rate 24 bits/sec, 0 packets/sec
  Rx
    91082 input packets 0 unicast packets 2935 multicast 
packets
    88147 broadcast packets 20642956 bytes
  Tx
    21968 output packets 0 unicast packets 21968 multicast 
packets
    0 broadcast packets 5228289 bytes

vsg# 

データ インターフェイス（data0）を表示

します。

表 2-7 CLI での構文エラーの分離および状況依存ヘルプの使用 （続き）

コマンド 目的
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ヘルプの使用方法
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C H A P T E R 3

Cisco Virtual Security Gateway の設定

ここでは、Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチおよび Cisco Nexus 1010 Virtual Services Appliance 
の Cisco Virtual Security Gateway（VSG）を設定する方法について説明します。

この章では、次の内容について説明します。

• 「Cisco VSG（レイヤ 2 モード）の VSM 上のポート プロファイルの設定」（P.3-1）

• 「Cisco VSG（レイヤ 3 モード）の VSM 上のポート プロファイルの設定」（P.3-3）

• 「vsn type コマンドによる Cisco VSG の設定」（P.3-7）

• 「vPath のすべての Cisco VSG VSN の TCP ステートチェックの設定」（P.3-8）

• 「Cisco VSG の設定の確認」（P.3-10）

• 「次の作業」（P.3-13）

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチのポート プロファイルの詳細については、『Cisco Nexus 1000V 
Port Profile Configuration Guide, Release 4.2(1)SV1(5.1)』を参照してください。

Cisco VSG（レイヤ 2 モード）の VSM 上のポート プロ
ファイルの設定

仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のポート プロファイルで vn-service パラメータを設定できま

す。

はじめる前に 

設定手順を開始する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• Cisco VSG ソフトウェアをインストールし、基本インストールを完了します。詳細については、

『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。 

• スイッチに NEXUS_VSG_SERVICES_PKG ライセンスをインストールする必要があります。保

護対象の仮想イーサネット モジュール（VEM）の数に対して十分なライセンスがあることを確認

してください。

• データ IP アドレスおよび管理 IP アドレスを設定します。データ IP アドレスを設定するには、

『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。
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Cisco VSG（レイヤ 2 モード）の VSM 上のポート プロファイルの設定
• サービスおよびハイ アベイラビリティ（HA）インターフェイス用の Cisco VSG ポート プロファ

イルの作成を完了します。「Cisco VSG 設定時の注意事項および制限事項」（P.6-2）を参照してく

ださい。

• EXEC モードでスイッチ CLI にログインします。

手順の概要 

1. configure 

2. port-profile port-profile-name

3. org org-name

4. vn-service ip-address ip-address vlan vlan-id [fail {open | close}] [security-profile 
security-profile-name]

5. （任意）copy running-config startup-config

6. exit

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
n1000v# configure
n1000v(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードに切り

替えます。

ステップ 2 port-profile port-profile-name

Example:
n1000v(config-port-prof)# port-profile 
host-profile
n1000v(config-port-prof)# 

名前付きポート プロファイルのポート プロファイ

ル コンフィギュレーション モードを開始します。

ポート プロファイルがない場合は、次の特性を使

用して作成されます。

port-profile-name：ポート プロファイルの名前は

大 80 文字の英数字で、Cisco VSG 上の各ポート プ
ロファイルに対して一意である必要があります。

ステップ 3 org org-name

Example:
n1000v(config-port-prof)# org 
root/Tenant-A
n1000v(config-port-prof)#

Cisco VSG ポート プロファイルの組織名を指定し

ます。

ステップ 4 vn-service ip-address ip-address vlan 
vlan-id [fail {open | close}] 
[security-profile security-profile-name]

Example:
n1000v(config-port-prof)# vn-service ip 
100.1.1.100 vlan 1000 profile vnsp-1
n1000v(config-port-prof)#

Cisco VSG の IP アドレス、VLAN ID、およびプロ

ファイルを設定します。オプションでフェールセー

フの設定が可能です。

（注） IP アドレスは、Cisco VSG のデータ イン

ターフェイス（data0）IP アドレスと一致す

る必要があります。

（注） セキュリティ プロファイルの名前を指定し

ない場合は、デフォルトの名前が使用され

ます。セキュリティ プロファイルの名前

は、Cisco VSG で作成されたセキュリティ 
プロファイルと一致する必要があります。
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Cisco VSG（レイヤ 3 モード）の VSM 上のポート プロファイルの設定
Cisco VSG（レイヤ 3 モード）の VSM 上のポート プロ
ファイルの設定

仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）のポート プロファイルで vn-service パラメータを設定できま

す。

はじめる前に 

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• Cisco VSG ソフトウェアをインストールし、基本インストールを完了します。詳細については、

『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• スイッチに NEXUS_VSG_SERVICES_PKG ライセンスをインストールする必要があります。保

護対象の仮想イーサネット モジュール（VEM）の数に対して十分なライセンスがあることを確認

してください。

• データ IP アドレスおよび管理 IP アドレスを設定します。データ IP アドレスを設定するには、

『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• VEM がレイヤ 3 モードの Cisco VSG と通信する場合は、元のパケットに 94 バイトの追加ヘッ

ダーが追加されます。トラフィックが Cisco Nexus 1000V と Cisco VSG の間を通過するネット

ワーク インターフェイス用のこの拡張ヘッダーに対応するために、MTU を少なくとも 1594 バイ

トに設定しておく必要があります。これらのインターフェイスには、アップリンク ポート プロ

ファイル、プロキシ ARP ルータ、仮想スイッチまたは他のインターフェイスを含めることができ

ます。

• ジャンボ フレームがネットワーク内でイネーブルの場合は、クライアントおよびサーバ VM の 
MTU を、アップリンク ポート プロファイル MTU より少なくとも 94 バイト小さく設定する必要

があります。たとえば、アップリンク ポート プロファイル MTU が 9000 バイトに設定されている

場合は、VM の MTU は 8906 バイト以下でなければなりません。

• サービスおよびハイ アベイラビリティ（HA）インターフェイス用の Cisco VSG ポート プロファ

イルの作成を完了します。詳細については、「Cisco VSG 設定時の注意事項および制限事項」

（P.6-2）を参照してください。

• EXEC モードでスイッチ CLI にログインします。

ステップ 5 copy running-config startup-config

Example:
n1000v(config-port-prof)# copy 
running-config startup-config
n1000v(config-port-prof)#

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存しま

す。

ステップ 6 exit

Example:
n1000v(config-port-prof)# exit
n1000v(config)#

コンフィギュレーション モードを終了し、グロー

バル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンド 目的
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Cisco VSG（レイヤ 3 モード）の VSM 上のポート プロファイルの設定
手順の概要 

1. configure 

2. port-profile port-profile-name

3. org org-name

4. vn-service ip-address ip-address l3-mode [fail {open | close}] [security-profile 
security-profile-name]

5. （任意）copy running-config startup-config

6. exit

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
n1000v# configure
n1000v(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードに切り

替えます。

ステップ 2 port-profile port-profile-name

Example:
n1000v(config-port-prof)# port-profile 
host-profile
n1000v(config-port-prof)# 

名前付きポート プロファイルのポート プロファイ

ル コンフィギュレーション モードを開始します。

ポート プロファイルがない場合は、次の特性を使

用して作成されます。

port-profile-name：ポート プロファイルの名前は

大 80 文字の英数字で、Cisco VSG 上の各ポート プ
ロファイルに対して一意である必要があります。

ステップ 3 org org-name

Example:
n1000v(config-port-prof)# org 
root/Tenant-A
n1000v(config-port-prof)#

Cisco VSG ポート プロファイルの組織名を指定し

ます。

ステップ 4 vn-service ip-address ip-address l3-mode 
[fail {open | close}] [security-profile 
security-profile-name]

Example:
n1000v(config-port-prof)# vn-service ip 
100.1.1.100 l3-mode profile vnsp-1
n1000v(config-port-prof)#

Cisco VSG の IP アドレス、レイヤ 3 モード、およ

びポート プロファイルを設定します。オプション

でフェールセーフの設定が可能です。

（注） IP アドレスは、Cisco VSG のデータ イン

ターフェイス（data0）IP アドレスと一致す

る必要があります。

（注） セキュリティ プロファイルの名前を指定し

ない場合は、デフォルトの名前が使用され

ます。セキュリティ プロファイルの名前

は、Cisco VSG で作成されたセキュリティ 
プロファイルと一致する必要があります。
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Cisco VSG（レイヤ 3 モード）の VSM 上のポート プロファイルの設定
レイヤ 3 モード VSG カプセル化のための vmknic の設定 

次の手順を実行することにより、レイヤ 3 モードでカプセル化された Cisco VSG の vmknic を設定で

きます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• レイヤ 3 モードでカプセル化されたトラフィックで Cisco VSG の転送に使用する VLAN を識別し

ます。レイヤ 3 モードの Cisco VSG を設定できるすべての VEM のアップリンク ポート プロファ

イルに VLAN が設定されていることを確認してください。

手順の概要 

1. configure terminal

2. port-profile profilename 

3. vmware port-group name 

4. switchport mode access 

5. switchport access vlan id 

6. capability l3-vn-service

7. no shutdown 

8. state enabled 

9. （任意）show port-profile name profilename 

10.（任意）copy running-config startup-config 

ステップ 5 copy running-config startup-config

Example:
n1000v(config-port-prof)# copy 
running-config startup-config
n1000v(config-port-prof)#

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存しま

す。

ステップ 6 exit

Example:
n1000v(config-port-prof)# exit
n1000v(config)#

コンフィギュレーション モードを終了し、グロー

バル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンド 目的
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Cisco VSG（レイヤ 3 モード）の VSM 上のポート プロファイルの設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 configure terminal

Example:
switch# configure terminal
switch(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 2 port-profile profilename 

Example:
switch(config)# port-profile vmknic-pp
switch(config-port-prof)

名前付きポート プロファイルのポート プロファイ

ル コンフィギュレーション モードを開始します。

ポート プロファイルがない場合は、次の特性を使

用して作成されます。

• profilename：ポート プロファイルの名前は

大 80 文字で、Cisco Nexus 1000V 上の各ポー

ト プロファイルに対して一意である必要があり

ます。

（注） ポート プロファイルを Ethernet タイプとし

て設定すると、VMware 仮想ポートの設定

には使用できなくなります。

ステップ 3 vmware port-group name 

Example:
switch(config-port-prof)# vmware 
port-group 
switch(config-port-prof)#

ポート プロファイルを VMware ポート グループと

して指定します。

ポート プロファイルは、名前を指定しない場合、

同じ名前の VMware ポート グループにマッピング

されます。vCenter Server に VSM を接続すると、

ポート グループが vCenter Server 上の仮想スイッ

チに配信されます。

ステップ 4 switchport mode access

Example:
switch(config-port-prof)# switchport mode 
access
switch(config-port-prof)#

インターフェイスがスイッチ アクセス ポート（デ

フォルト）であることを指定します。

ステップ 5 switchport access vlan id 

Example:
switch(config-port-prof)# switchport 
access vlan 100 
switch(config-port-prof)

このポート プロファイルに VLAN ID を割り当てま

す。

ステップ 6 capability l3-vn-service 

Example:
switch(config-port-prof)# capability 
l3-vn-service 
switch(config-port-prof)

capability l3-vn-service をポート プロファイルに割

り当て、レイヤ 3 モードでカプセル化されたトラ

フィックでこのポート プロファイルを継承するイ

ンターフェイスが Cisco VSG の送信元として使用

されるようにします。

ステップ 7 no shutdown 

Example:
switch(config-port-prof)# no shutdown 
switch(config-port-prof)

管理上の目的でプロファイル内のすべてのポートを

イネーブルにします。
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vsn type コマンドによる Cisco VSG の設定
vsn type コマンドによる Cisco VSG の設定
Cisco VSG は仮想サービス ノード（VSN）です。Cisco VSG の VSN が機能するように設定するには、

vsn type vsg global コマンドを使用して Cisco VSG のグローバル コンフィギュレーション モードを開

始します。

はじめる前に 

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• Cisco VSG ソフトウェアをインストールし、基本インストールを完了します。詳細については、

『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• スイッチに NEXUS_VSG_SERVICES_PKG ライセンスをインストールする必要があります。保

護対象の VEM の数に対して十分なライセンスがあることを確認してください。

• データの IP アドレスおよび管理 IP アドレスを設定する必要があります。データ IP アドレスを設

定するには、『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network 
Management Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• サービスおよび HA インターフェイス用の Cisco VSG ポート プロファイルの作成を完了します。

• EXEC モードでスイッチ CLI にログインします。

手順の概要 

1. configure

2. vsn type vsg global

ステップ 8 state enabled 

Example:
switch(config-port-prof)# state enabled 
switch(config-port-prof)

ポート プロファイルの動作ステートを設定します。

ステップ 9 show port-profile name profilename 

Example:
switch# show port-profile vmknic-pp

（任意）ポート プロファイルの設定を表示します。

ステップ 10 copy running-config startup-config

Example:
switch# copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

コマンド 目的
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vPath のすべての Cisco VSG VSN の TCP ステートチェックの設定
手順の詳細

vPath のすべての Cisco VSG VSN の TCP ステートチェッ
クの設定

vPath 機能上の Cisco VSG の TCP ステートチェックはデフォルトでイネーブルです。ただし、この機

能によって生成された情報が、特に関心のあるその他の情報を隠さないようにする場合など、この機能

をディセーブルしたいことがあります。

はじめる前に 

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• Cisco VSG ソフトウェアをインストールし、基本インストールを完了します。詳細については、

『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• スイッチに NEXUS_VSG_SERVICES_PKG ライセンスをインストールする必要があります。保

護対象の VEM の数に対して十分なライセンスがあることを確認してください。

• データの IP アドレスおよび管理 IP アドレスを設定する必要があります。データ IP アドレスを設

定するには、『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network 
Management Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• サービスおよび HA インターフェイス用の Cisco VSG ポート プロファイルの作成を完了します。

• EXEC モードでスイッチ CLI にログインします。

手順の概要 

1. configure

2. vsn type vsg global

3. tcp state-checks

4. no tcp state-checks

5. exit

6. exit

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
vsm# configure
vsm(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードに切り

替えます。

ステップ 2 vsn type vsg global

Example:
vsm(config)# vsn type vsg global
vsm(config-vsn)# 

VSN コンフィギュレーション モードを開始します。
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vPath のすべての Cisco VSG VSN の TCP ステートチェックの設定
手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
vsm# configure
vsm(config)#

グローバル コンフィギュレーション モードに切り

替えます。

ステップ 2 vsn type vsg global

Example:
vsm(config)# vsn type vsg global
vsm(config-vsn)# 

VSN コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 tcp state-checks

Example:
vsm(config-vsn)# tcp state-checks
vsm(config-vsn)# 

vPath のすべての Cisco VSG VSN で TCP ステート 
チェックをイネーブルにします。（これはデフォル

ト ステータスです）。

ステップ 4 no tcp state-checks

Example:
vsm(config-vsn)# no tcp state-checks
vsm(config-vsn)#

TCP ステートチェック機能をディセーブルにしま

す。

ステップ 5 exit

Example:
vsm(config-vsn)# exit
vsm(config)#

VSN コンフィギュレーション モードを終了し、グ

ローバル コンフィギュレーション モードに戻りま

す。

ステップ 6 exit

Example:
vsm(config)# exit
vsm#

グローバル コンフィギュレーション モードを終了

し、EXEC モードに戻ります。
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Cisco VSG の設定の確認
Cisco VSG の設定の確認
Cisco VSG に関する情報を表示するために、スイッチ CLI 上で次のいずれかの作業を実行します。

コマンドの表示

これらのコマンド出力のフィールドの詳細については、『Cisco Nexus 1000V Command Reference, 
Release 4.2(1)SV1(5.1)』を参照してください。

レイヤ 2 モードの vPath ping コマンド

Cisco VSG VSN のさまざまな接続や到達可能属性を確認するには、vPath ping コマンドを使用できま

す。

レイヤ 2 モードの vPath ping コマンドの構文は次のとおりです。

ping vsn {all | {ip ip-addr [vlan vlan-num]}} src-module {all | vpath-all | module-num} [timeout secs] 
[count {count | unlimited}] 

例

次に、VSN 接続を確認する方法を示します（到達可能な場合）。

VSM-1# ping vsn all src-module all
ping vsn 106.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=0 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(156)  5(160)
ping vsn 110.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=0 timeout=1-sec
  module(failed) :  3(VSN ARP not resolved)  5(VSN ARP not resolved)

ping vsn 106.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=1 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(230)  5(151)
ping vsn 110.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=1 timeout=1-sec
  module(failed) :  3(VSN ARP not resolved)  5(VSN ARP not resolved)

ping vsn 106.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=2 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(239)  5(131)

コマンド 目的

show license usage

Example:
vsm# show license usage

Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチの Cisco 
VSG ライセンスの使用状況が記載された表を表

示します。

show license usage NEXUS_VSG_SERVICES_PKG

Example:
vsm# show license usage 
NEXUS_VSG_SERVICES_PKG

ライセンス パッケージ 
NEXUS_VSG_SERVICES_PKG の使用状況を表

示します。

show vsn {statistics | brief | {detail 
[{{vlan vlan-num [ip ip-addr]} | module 
module-num}]}}

Example:
vsm# show vsn statistics detail vlan 1

設定、MAC アドレス、関連する Cisco VSG およ

び仮想イーサネット モジュール（VEM）のス

テート、Cisco VSG がバインドされた仮想イー

サネット インターフェイス（vEths）、および 
Cisco VSG に関連するすべての VEM モジュール

の仮想サービス ノード（VSN）の統計情報に関

する情報を表示します。
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ping vsn 110.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=2 timeout=1-sec
  module(failed) :  3(VSN ARP not resolved)  5(VSN ARP not resolved)

ping vsn 106.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=3 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(248)  5(153)
ping vsn 110.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=3 timeout=1-sec
  module(failed) :  3(VSN ARP not resolved)  5(VSN ARP not resolved)

ping vsn 106.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=4 timeout=1-sec
  module(usec)   :  3(259)  5(126)
ping vsn 110.1.1.1 vlan 54 from module 3 5, seq=4 timeout=1-sec
  module(failed) :  3(VSN ARP not resolved)  5(VSN ARP not resolved)

次に、VSN ping オプションが表示される例を示します。

VSM-1# ping vsn ?
  all   All VSNs associated to VMs
  ip    IP Address
  vlan  VLAN Number

次に、VSN ping オプションがすべての送信元モジュールに表示される例を示します。

VSM-1# ping vsn all src-module ?
  <3-66>     Module number
  all        All modules in VSM
  vpath-all  All modules having VMs associated to VSNs

次に、指定した IP アドレスからのすべての送信元モジュールに ping をセットアップする例を示しま

す。

VSM-1# ping vsn ip 10.1.1.60 src-module all
ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=0 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(301)  5(236)
  module(failed) :  7(VSN ARP not resolved)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=1 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(241)  5(138)  7(270)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=2 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(230)  5(155)  7(256)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=3 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(250)  5(154)  7(284)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=4 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(231)  5(170)  7(193)

次に、指定した IP アドレスのすべての Vpath 送信元モジュールに ping をセットアップする例を示しま

す。

VSM-1# ping vsn ip 10.1.1.60 src-module vpath-all
ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5, seq=0 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(223)  5(247)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5, seq=1 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(206)  5(167)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5, seq=2 timeout=1-sec
  module(usec)   :  4(241)  5(169)

次に、指定した IP アドレスのすべての送信元モジュールに、タイムアウトおよびカウントとともに 
ping をセットアップする例を示します。

VSM-1# ping vsn ip 10.1.1.60 src-module all timeout 2 count 3
ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=0 timeout=2-sec
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  module(usec)   :  4(444)  5(238)  7(394)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=1 timeout=2-sec
  module(usec)   :  4(259)  5(154)  7(225)

ping vsn 10.1.1.60 vlan 501 from module 4 5 7, seq=2 timeout=2-sec
  module(usec)   :  4(227)  5(184)  7(216)

レイヤ 3 モードの vPath ping コマンド

例

vsm# ping vsn ip 10.1.1.40 src-module vpath-all
ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 11 12, seq=0 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(698) 11(701) 12(826)

ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 11 12, seq=1 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(461) 11(573) 12(714)

ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 11 12, seq=2 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(447) 11(569) 12(598)

ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 11 12, seq=3 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(334) 11(702) 12(559)

ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 11 12, seq=4 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(387) 11(558) 12(597)

vsm#

vsm# ping vsn all src-module all
ping vsn 10.1.1.44 vlan 501 from module 9 10 11 12, seq=0 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(508)
 module(failed) : 10(VSN ARP not resolved) 11(VSN ARP not resolved)

 12(VSN ARP not resolved)
ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 10 11 12, seq=0 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(974) 11(987) 12(1007)
 module(failed) : 10(VSN ARP not resolved)

ping vsn 10.1.1.44 vlan 501 from module 9 10 11 12, seq=1 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(277) 10(436) 11(270) 12(399)
ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 10 11 12, seq=1 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(376) 10(606) 11(468) 12(622)

ping vsn 10.1.1.44 vlan 501 from module 9 10 11 12, seq=2 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(272) 10(389) 11(318) 12(357)
ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 10 11 12, seq=2 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(428) 10(632) 11(586) 12(594)

ping vsn 10.1.1.44 vlan 501 from module 9 10 11 12, seq=3 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(284) 10(426) 11(331) 12(387)
ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 10 11 12, seq=3 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(414) 10(663) 11(644) 12(698)

ping vsn 10.1.1.44 vlan 501 from module 9 10 11 12, seq=4 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(278) 10(479) 11(334) 12(469)
ping vsn 10.1.1.40 vlan 0 from module 9 10 11 12, seq=4 timeout=1-sec
 module(usec)  :  9(397) 10(613) 11(560) 12(593)
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次の作業
vsm#

次の作業
保護スイッチ上の Cisco VSG ポート プロファイルの設定を完了したら、vCenter 上の Cisco VSG ファ

イアウォール保護用 VM へのポート プロファイルの割り当てに進みます。
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次の作業
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C H A P T E R 4

Cisco Virtual Security Gateway のシステム
管理

この章では、Cisco Virtual Security Gateway（VSG）を管理する方法について説明します。

この章では、次の内容について説明します。

• 「VSG のシステム管理に関する情報」（P.4-1）

• 「Cisco VSG のインスタンス名の変更」（P.4-2）

• 「Message of the Day の設定」（P.4-2）

• 「Cisco VSG の設定の確認」（P.4-3）

• 「コンフィギュレーションの保存」（P.4-11）

• 「コンフィギュレーションの削除」（P.4-12）

• 「Cisco VSG のインスタンスの表示」（P.4-12）

VSG のシステム管理に関する情報
Cisco Virtual Security Gateway（VSG）は、コマンドライン インターフェイス（CLI）コンフィギュ

レーション コマンドを使用して、次のような標準システム管理機能を実行できます。

• ホスト名の変更

• Message of the Day の設定

• コンフィギュレーション ファイルの表示、保存、および削除

• 次の例を含むすべてのファイル システムへの単一のインターフェイスの提供

– フラッシュ メモリ

– FTP および TFTP

– 実行コンフィギュレーション

– その他のエンドポイント（データの読み取りおよび書き込み用）

• Cisco VSG に接続するユーザの識別

• 単一のユーザまたはすべてのユーザへのメッセージ送信
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Cisco VSG のインスタンス名の変更
Cisco VSG のインスタンス名またはプロンプトを変更できます。Cisco VSG の複数のインスタンスが

ある場合、次の手順を使用して各 Cisco VSG を一意に識別できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• グローバル コンフィギュレーション モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. configure

2. hostname

手順の詳細

次に、ホスト名（Cisco VSG の名前）を変更する例を示します。

vsg# configure
vsg(config)# hostname metro
vsg(config)# exit
metro#

Message of the Day の設定
Message of the Day（MOTD）がログイン プロンプトで表示されるように設定できます。

• バナー メッセージは、 大 40 行、行あたり 大 80 文字です。

• デリミタを選ぶ際には、次のガイドラインに従ってください。

– メッセージ ストリング中ではデリミタを使用しないでください。

– " および % をデリミタとして使用しないでください。

• Message of the Day の中では次のトークンを使用できます。

– $(hostname) を使用すると、スイッチのホスト名が表示されます。

– $(line) を使用すると、vty または tty のラインまたは名前が表示されます。

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
vsg# configure

グローバル コンフィギュレーション モードに切り替えま

す。

ステップ 2 hostname host-name

Example:
vsg(config)# hostname vsg100

ホスト プロンプトを変更します。host-name 引数は、

大 32 文字の英数字を使用できます。
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はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• コンフィギュレーション モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. configure

2. banner motd

3. show banner motd

手順の詳細

次に、MOTD を設定する例を示します。

vsg# configure
vsg(config)# banner motd #December 12, 2010 Welcome to the VSG#
vsg(config)# show banner motd
December 12, 2010 Welcome to the VSG
vsg(config)#

Cisco VSG の設定の確認 
ここでは、Cisco VSG の設定の確認に関する次のトピックについて取り上げます。

• 「ソフトウェアとハードウェアのバージョンの確認」（P.4-4）

• 「実行コンフィギュレーションの確認」（P.4-5）

• 「スタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションの比較」（P.4-6）

• 「インターフェイス コンフィギュレーションの表示」（P.4-8）

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
vsg# configure

グローバル コンフィギュレーション モードに切り替えます。

ステップ 2 banner motd [delimiting-character 
message delimiting-character]

Example:
vsg(config)# banner motd #Hello#

次の制限付きで MOTD を設定します。

• 大 40 行 

• 行あたり 大 80 文字

• # などのデリミタで囲む

• 複数行にまたがることが可能

• トークンを使用可能

ステップ 3 show banner motd

Example:
vsg(config)# show banner motd

設定されているバナー メッセージを表示します。
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Cisco VSG の設定の確認
ソフトウェアとハードウェアのバージョンの確認

システム上のソフトウェアとハードウェアのバージョンを表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show version

手順の詳細

次に、Cisco VSG のシステム ソフトウェアとハードウェアのバージョン情報を表示および確認する例

を示します。

vsg# show version
Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software
TAC support: http://www.cisco.com/tac
Copyright (c) 2002-2011, Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
The copyrights to certain works contained herein are owned by
other third parties and are used and distributed under license.
Some parts of this software are covered under the GNU Public
License. A copy of the license is available at
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html.

Software
  loader:    version unavailable [last: image booted through mgmt0]
  kickstart: version 4.2(1)VSG1(2) [build 4.2(1)VSG1(2.398)]
  system:    version 4.2(1)VSG1(2) [build 4.2(1)VSG1(2.398)] 
  kickstart image file is: [not present on supervisor]

  kickstart compile time:  07/12/2011 17:00:00
  system image file is:    bootflash:/nexus-1000v-mz.VSG1.0.398.bin
  system compile time:     07/17/2011 17:00:00 [07/17/2011 13:03:38]

Hardware
  cisco Nexus 1000VF Chassis ("Nexus VSN Virtual Firewall")
  Intel(R) Xeon(R) CPU         with 1944668 kB of memory.
  Processor Board ID T5056BB0072

  Device name: vsg
  bootflash:    2059572 kB

Kernel uptime is 1 day(s), 5 hour(s), 47 minute(s), 4 second(s)

plugin
  Core Plugin, Virtualization Plugin, Ethernet Plugin

コマンド 説明

ステップ 1 show version

Example:
vsg# show version

Cisco VSG で現在動作しているシステム ソフトウェアと

ハードウェアのバージョンを表示します。
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Cisco VSG の設定の確認
実行コンフィギュレーションの確認

システム上で現在実行中のコンフィギュレーションを表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show running-config

手順の詳細

次に、Cisco VSG で動作中のシステム ソフトウェアとハードウェアのバージョンを表示する例を示し

ます。

vsg# show running-config

!Command: show running-config
!Time: Sun Jul 17 17:42:59 2011

version 4.2(1)VSG1(2)
no feature telnet
no feature http-server

username adminbackup password 5 $1$Oip/C5Ci$oOdx7oJSlBCFpNRmQK4na.  role network-operator
username admin password 5 $1$RU5OIPU7$SYvoK9S5rOMRE9WBWZLsA.  role network-admin
username vsnbetauser password 5 $1$Fg4u8MCf$xr8cSVV1gBb0ATZU8eVbB.  role network-admin

banner motd #Nexus VSN#

ssh key rsa 2048
ip domain-lookup
ip domain-lookup
hostname vsg
snmp-server user admin network-admin auth md5 0x5ed3cfea7c44550ac3d18475f28b118b priv 
0x5ed3cfea7c44550ac3d18475f28b118b localizedkey
snmp-server user vsnbetauser network-admin auth md5 0x11d89525029e4148a2a494a8e131f9ed 
priv 0x11d89525029e4148a2a494a8e131f9ed localizedkey

vrf context management
  ip route 0.0.0.0/0 10.193.72.1
vlan 1
port-channel load-balance ethernet source-mac
port-profile default max-ports 32

vdc vsg id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 2049
  limit-resource monitor-session minimum 0 maximum 2

コマンド 説明

ステップ 1 show running-config

Example:
vsg# show running-config

Cisco VSG で現在動作しているシステム ソフトウェアとハー

ドウェアのバージョンを表示します。
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Cisco VSG の設定の確認
  limit-resource vrf minimum 16 maximum 8192
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 768
  limit-resource u4route-mem minimum 32 maximum 32
  limit-resource u6route-mem minimum 16 maximum 16
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

interface mgmt0
  ip address 10.193.73.118/21

interface data0
  ip address 118.1.1.1/8
line console
boot kickstart bootflash:/nexus-1000v-kickstart-mzg.VSG1.0.1.bin sup-1
boot system bootflash:/nexus-1000v-mzg.VSG1.0.1.bin sup-1
boot kickstart bootflash:/nexus-1000v-kickstart-mzg.VSG1.0.1.bin sup-2
boot system bootflash:/nexus-1000v-mzg.VSG1.0.1.bin sup-2
  ha-pair id 23

security-profile sp1
  policy p1
rule r1
  action 10 permit
policy p1
  rule r1 order 10
vnm-policy-agent
  policy-agent-image
  registration-ip 0.0.0.0
  shared-secret **********
  log-level info

vsg#

スタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションの
比較

スタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションの差異を表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show running-config diff

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 show running-config diff

Example:
vsg# show running-config diff

スタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィ

ギュレーションの差異を表示します。
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Cisco VSG の設定の確認
次に、スタートアップ コンフィギュレーションと実行コンフィギュレーションの差異を表示する例を

示します。

vsg# show running-config diff
*** Startup-config
--- Running-config
***************
*** 14,34 ****
  banner motd #Nexus VSG#

  ssh key rsa 2048
  ip domain-lookup
  ip domain-lookup
! switchname G-VSG-116-1
  snmp-server user admin network-admin auth md5 0x5ed3cfea7c44550ac3d18475f28b118b priv 
0x5ed3cfea7c44550ac3d18475f28b118b localizedkey
  snmp-server user vsnbetauser network-admin auth md5 0x11d89525029e4148a2a494a8e131f9ed 
priv 0x11d89525029e4148a2a494a8e131f9ed localizedkey

  vrf context management
    ip route 0.0.0.0/0 10.193.72.1
  vlan 1
  port-channel load-balance ethernet source-mac
  port-profile default max-ports 32

! vdc G-VSG-116-1 id 1
    limit-resource vlan minimum 16 maximum 2049
    limit-resource monitor-session minimum 0 maximum 2
    limit-resource vrf minimum 16 maximum 8192
    limit-resource port-channel minimum 0 maximum 768
    limit-resource u4route-mem minimum 32 maximum 32
--- 13,33 ----
  banner motd #Nexus VSG#

  ssh key rsa 2048
  ip domain-lookup
  ip domain-lookup
! hostname vsg
  snmp-server user admin network-admin auth md5 0x5ed3cfea7c44550ac3d18475f28b118b priv 
0x5ed3cfea7c44550ac3d18475f28b118b localizedkey
  snmp-server user vsnbetauser network-admin auth md5 0x11d89525029e4148a2a494a8e131f9ed 
priv 0x11d89525029e4148a2a494a8e131f9ed localizedkey

  vrf context management
    ip route 0.0.0.0/0 10.193.72.1
  vlan 1
  port-channel load-balance ethernet source-mac
  port-profile default max-ports 32

! vdc vsg id 1
    limit-resource vlan minimum 16 maximum 2049
    limit-resource monitor-session minimum 0 maximum 2
    limit-resource vrf minimum 16 maximum 8192
    limit-resource port-channel minimum 0 maximum 768
    limit-resource u4route-mem minimum 32 maximum 32
vsg#
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Cisco VSG の設定の確認
インターフェイス コンフィギュレーションの表示

ここでは、次の手順について説明します。

• 「特定のインターフェイス コンフィギュレーションの概要の表示」（P.4-8）

• 「特定のインターフェイス コンフィギュレーションの詳細ビューの表示」（P.4-9）

• 「全インターフェイスの概要の表示」（P.4-9）

• 「全インターフェイスの実行コンフィギュレーションの確認」（P.4-10）

特定のインターフェイス コンフィギュレーションの概要の表示

特定のインターフェイス コンフィギュレーションの概要を表示できます。

はじめる前に

この手順を実行する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show interface brief

手順の詳細

次に、特定のインターフェイス コンフィギュレーションの概要を表示する例を示します。

vsg# show interface brief

--------------------------------------------------------------------------------
Port     VRF          Status IP Address                            Speed    MTU
--------------------------------------------------------------------------------
mgmt0    --           up     10.193.73.10                          1000     1500

--------------------------------------------------------------------------------
Port     VRF          Status IP Address                            Speed    MTU
--------------------------------------------------------------------------------
data0    --           up     10.10.10.10                           1000     1500
vsg#
---------------------------------------------------------------------------------

コマンド 説明

ステップ 1 show interface {type} {name} brief

Example:
vsg# show interface brief

特定のインターフェイス コンフィギュレーションの概要を

表示します。
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Cisco VSG の設定の確認
特定のインターフェイス コンフィギュレーションの詳細ビューの表示

特定のインターフェイス コンフィギュレーションの詳細ビューを表示できます。

はじめる前に

ここに示すコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show interface

手順の詳細

次に、特定のインターフェイス接続の詳細を表示する例を示します。

vsg# show interface mgmt 0
mgmt0 is up
  Hardware: Ethernet, address: 0050.5689.3321 (bia 0050.5689.3321)
  Internet Address is 172.23.232.141/24
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA
  full-duplex, 1000 Mb/s
  Auto-Negotiation is turned on
    4961 packets input, 511995 bytes
    0 multicast frames, 0 compressed
    0 input errors, 0 frame, 0 overrun, 0 fifo
    245 packets output, 35853 bytes
    0 underrun, 0 output errors, 0 collisions
    0 fifo, 0 carrier errors
vsg# 

全インターフェイスの概要の表示 

全インターフェイスの概要を表示できます。

はじめる前に

この手順を実行する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show interface brief

コマンド 説明

ステップ 1 show interface {type} {name}

Example:
vsg# show interface mgmt 0

特定のインターフェイス接続の詳細を表示します。
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Cisco VSG の設定の確認
手順の詳細

次に、Cisco VSG 上の全インターフェイスの概要を表示する例を示します。

vsg# show interface brief

--------------------------------------------------------------------------------
Port     VRF          Status IP Address                     Speed    MTU
--------------------------------------------------------------------------------
mgmt0     --           up     10.23.232.141                 1000     1500
--------------------------------------------------------------------------------
Ethernet      VLAN   Type Mode   Status  Reason                   Speed     Port
Interface                                                                   Ch #
--------------------------------------------------------------------------------
Eth3/2        1      eth  trunk  up      none                       1000(D) --
Eth3/3        262    eth  access up      none                     1000(D) --
--------------------------------------------------------------------------------
Interface     VLAN   Type Mode   Status  Reason                   MTU
--------------------------------------------------------------------------------
Veth81        630    virt access up      none                     1500 
Veth82        630    virt access up      none                     1500 
Veth224       631    virt access up      none                     1500 
Veth225       1      virt access nonPcpt nonParticipating         1500 
vsg# 

全インターフェイスの実行コンフィギュレーションの確認 

全インターフェイスの実行コンフィギュレーションを確認できます。

（注） show running-config interface コマンドの出力は、show interface コマンドの出力と異なります。

はじめる前に

この手順を実行する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show running-config interface

コマンド 説明

ステップ 1 show interface brief

Example:
vsg# show interface brief

全インターフェイスの概要を表示します。
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Cisco VSG の設定の確認
手順の詳細

次に、Cisco VSG の全インターフェイスの実行コンフィギュレーションを表示する例を示します。

vsg# show running-config interface

!Command: show running-config interface
!Time: Sun Jul 17 16:29:08 2011

version 4.2(1)VSG1(2)

interface mgmt0
  ip address 10.193.73.10/16

interface data0
  ip address 10.10.10.10/24

vsg#

コンフィギュレーションの保存

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションに保存し、次回の Cisco VSG 
開始時に変更がスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保持されるようにできます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 show running-config interface

Example:
vsg# show running-config 
interface

システム上の全インターフェイスの実行コンフィギュレー

ションを表示します。

コマンド 説明

ステップ 1 copy running-config 
startup-configure

Example:
vsg# copy running-config 
startup-configure

実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィ

ギュレーションに保存します。
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Cisco VSG の設定の確認
次に、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーション ファイルに保存する例

を示します。

vsg(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
vsg(config)#

コンフィギュレーションの削除

スタートアップ コンフィギュレーションを削除できます。

注意 write erase コマンドを実行すると、ローダ機能を除き、スタートアップ コンフィギュレーション

全体が削除されます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• CLI にログインします。

• このコマンドでは次のパラメータが使用されます。

– boot：ブート変数と mgmt0 IP コンフィギュレーションを削除します。

– debug：デバッグ コンフィギュレーションを削除します。

手順の概要

1. write erase [boot | debug]

手順の詳細

次に、デバッグ用スタートアップ コンフィギュレーションを削除する例を示します。

vsg(config)# write erase debug
Warning: This command will erase the startup-configuration.
Do you wish to proceed anyway? (y/n)  [y]
[########################################] 100%
vsg(config)#

Cisco VSG のインスタンスの表示

Cisco VSG のインスタンスを表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

コマンド 説明

ステップ 1 write erase [boot | debug]

Example:
vsg# write erase debug

既存のスタートアップ コンフィギュレーションを削除し、す

べての設定を工場出荷時の初期状態に戻します。

実行コンフィギュレーションに影響はありません。
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ファイル システム内の移動
• CLI にログインします。

手順の概要

1. show vsg

手順の詳細

次に、Cisco VSG のモデル、HA ID、ソフトウェアのバージョンおよびビルド、および Cisco VNMC 
の IP アドレスを表示する例を示します。

vsg# show vsg
Model: VSG
HA ID: 10
VSG Software Version: 4.2(1)VSG1(1) build [4.2(1)VSG1(0.396)]
VNMC IP: 10.193.20.12
vsg#

ファイル システム内の移動
ここでは、ファイル システム内の移動方法について説明します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「ファイル システムの指定」（P.4-13）

• 「現在の作業ディレクトリの特定」（P.4-14）

• 「ディレクトリの変更」（P.4-14）

• 「ファイル システム内のファイルの一覧表示」（P.4-15）

• 「ファイルのコピーに使用できるファイル システムの特定」（P.4-16）

• 「タブ補完の使用」（P.4-17）

ファイル システムの指定

ファイル システムを指定するための構文は、<file system name>:[//server/] です。表 4-1 に、ファイ

ル システムの構文を示します。

コマンド 説明

ステップ 1 show vsg

Example:
vsg# show vsg

Cisco VSG の詳細を表示します。これには、モデル、ハイ アベイラビリ

ティ（HA）ID、Cisco VSG ソフトウェアのバージョンおよびビルド、

および Cisco Virtual Network Management Center（VNMC）の IP アド

レスが含まれます。

実行コンフィギュレーションに影響はありません。
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ファイル システム内の移動
現在の作業ディレクトリの特定

CLI 内の現在の場所のディレクトリ名を表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• CLI にログインします。

手順の概要

1. pwd

手順の詳細

次に、Cisco VSG CLI 内の現在の場所のディレクトリ名を表示する例を示します。

vsg# pwd
bootflash:

ディレクトリの変更 
CLI 内のディレクトリを変更できます。

表 4-1 ファイル システムの構文の構成要素

ファイル システム名 サーバ 説明

bootflash: sup-active
sup-local
sup-1
module-1

アクティブ スーパーバイザにある内部メ

モリ。システム イメージ、コンフィギュ

レーション ファイル、およびその他の

ファイルの格納に使用されます。CLI の
デフォルトでは、bootflash: ファイル シス

テムになります。

sup-standby
sup-remote
sup-2
module-2

スタンバイ スーパーバイザにある内部メ

モリ。システム イメージ、コンフィギュ

レーション ファイル、およびその他の

ファイルの格納に使用されます。

volatile: — スーパーバイザ モジュールにある、一時

的または保留中の変更のために使用され

る揮発性 RAM（VRAM）。

コマンド 目的

ステップ 1 pwd

Example:
vsg# pwd

CLI 内の現在の場所のディレクトリ名を表示します。
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ファイル システム内の移動
はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

• Cisco VSG CLI のデフォルトでは、bootflash: ファイル システムになります。

（注） Cisco VSG を再起動すると、volatile: ファイル システムに保存されているファイルはすべて削除され

ます。

手順の概要

1. pwd

2. cd directory_name

手順の詳細

次に、Cisco VSG CLI の現在の場所のディレクトリ名を表示する例と、CLI の場所を指定したディレ

クトリに変更する例を示します。

vsg# pwd
bootflash:
vsg# cd volatile:
vsg# pwd
volatile:
vsg#

ファイル システム内のファイルの一覧表示 
ディレクトリまたはファイルの内容を表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. dir [directory | filename]

コマンド 目的

ステップ 1 pwd

Example:
vsg# pwd

CLI の現在の場所のディレクトリ名を表示します。

ステップ 2 cd directory_name

Example:
vsg# cd bootflash:

CLI の場所を指定したディレクトリに変更します
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ファイル システム内の移動
手順の詳細

次に、ディレクトリの内容を表示する例を示します。

vsg# dir lost+found/
      49241     Jul 01 09:30:00 2008  diagclient_log.2613
      12861     Jul 01 09:29:34 2008  diagmgr_log.2580
         31     Jul 01 09:28:47 2008  dmesg
       1811     Jul 01 09:28:58 2008  example_test.2633
         89     Jul 01 09:28:58 2008  libdiag.2633
      42136     Jul 01 16:34:34 2008  messages
         65     Jul 01 09:29:00 2008  otm.log
        741     Jul 01 09:29:07 2008  sal.log
         87     Jul 01 09:28:50 2008  startupdebug

Usage for log://sup-local
   51408896 bytes used
  158306304 bytes free
  209715200 bytes total
vsg#

ファイルのコピーに使用できるファイル システムの特定

ファイルのコピー先またはコピー元になるファイル システムを特定できます。

はじめる前に

この手順を実行する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. copy ?

2. copy filename ?

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 dir [directory | filename]

Example:
vsg# dir TenantA/

ディレクトリまたはファイルの内容を表示します。スラッ

シュで終わる引数はディレクトリを示し、そのディレクトリ

の内容が表示されます。

コマンド 目的

ステップ 1 copy ?

Example:
vsg# copy ?

copy コマンドで使用できるコピー元ファイル システムを表示

します。

ステップ 2 copy filename ?

Example:
vsg# copy filename ?

copy コマンドで特定のファイルに対して使用できるコピー先

ファイル システムを表示します。
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ファイル システム内の移動
次に、copy コマンドで使用できるコピー元ファイル システムを表示する例を示します。

vsg# copy ?
bootflash: Select source filesystem
core: Select source filesystem
debug: Select source filesystem
ftp: Select source filesystem
licenses Backup license files
log: Select source filesystem
nvram: Select source filesystem
running-config Copy running configuration to destination
scp: Select source filesystem
sftp: Select source filesystem
startup-config Copy startup configuration to destination
system: Select source filesystem
tftp: Select source filesystem
volatile: Select source filesystem

次に、copy コマンドで特定のファイルに対して使用できるコピー先ファイル システムを表示する例を

示します。

vsg# copy filename ?
  bootflash:      Select destination filesystem
  debug:          Select destination filesystem
  ftp:            Select destination filesystem
  log:            Select destination filesystem
  modflash:       Select destination filesystem
  nvram:          Select destination filesystem
  running-config  Copy from source to running configuration
  scp:            Select destination filesystem
  sftp:           Select destination filesystem
  startup-config  Copy from source to startup configuration
  system:         Select destination filesystem
  tftp:           Select destination filesystem
  volatile:       Select destination filesystem

タブ補完の使用

CLI を使用してコマンド内の部分的なファイル名を補完できます。

はじめる前に

この手順を実行する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show file filesystem name: partial filename <Tab>

2. show file bootflash:c <Tab>
4-17
Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V シリーズ スイッチ コンフィギュレーション ガイド リリース 4.2(1)VSG1(3.1)

OL-25778-01-J



 

第 4 章      Cisco Virtual Security Gateway のシステム管理

ファイルのコピーとバックアップ
手順の詳細

次に、1 つまたは複数のファイルの名前と一意になるような文字列を入力した後に Tab キーを押して、

ファイルの選択肢を表示する例を示します。

VSG# show file bootflash:nex<Tab>
bootflash:nexus-1000v-dplug-mzg.VSG1.0.1.bin
bootflash:nexus-1000v-kickstart-mzg.VSG1.0.1.bin
bootflash:nexus-1000v-mzg.VSG1.0.1.bin
bootflash:nexus-1000v-mzg.VSG1.0.2.bin

次に、コマンドの 初の一意の文字列をすでに入力している場合に、Tab キーを押してコマンドを補完

する例を示します。

vsg# show file bootflash:c<Tab> 
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIICXgIBAAKBgQDSq93BrlHcg3bX1jXDMY5c9+yZSST3VhuQBqogvCPDGeLecA+j
...
...
vsg#

ファイルのコピーとバックアップ 
コンフィギュレーション ファイルなどのファイルをコピーし、保存するか、または別の場所で再利用

することができます。内部ファイル システムが壊れると、コンフィギュレーションが失われるおそれ

があります。コンフィギュレーション ファイルは定期的に保存およびバックアップしてください。ま

た、新しいソフトウェア コンフィギュレーションをインストールしたり、新しいソフトウェア コン

フィギュレーションに移行する前に、既存のコンフィギュレーション ファイルをバックアップしてく

ださい。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

• 離れた場所にコピーする場合は、デバイスから宛先に到達できるルートがあること。サブネット間

でトラフィックをルーティングするルータまたはデフォルト ゲートウェイがない場合は、使用デ

バイスとリモートのコピー先が同じサブネットワーク内にあることが必要です。

• ping コマンドを使用して、デバイスがコピー先に接続できること。

コマンド 目的

ステップ 1 show file filesystem name: partial 
filename <Tab>

Example:
vsg# show file 
bootflash:sanfrancisc

入力した文字列が単一のファイルに一致する場合、Tab キー

を押すとファイル名が補完されます。

一致しない場合は、入力した文字列に一致するファイル名の

選択肢の一覧が表示されます。

その後、ファイル名が一意になるために十分な文字数を入力

できます。CLI によりファイル名が補完されます。

ステップ 2 show file bootflash:c <Tab>

Example:
vsg# show file bootflash:c

ファイル名が補完されます。
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ディレクトリの作成
• コピー元のコンフィギュレーション ファイルがリモート サーバ上の正しいディレクトリにあるこ

と。

• コピー元ファイルのアクセス権が正しく設定されていること。ファイルのアクセス権は、誰でも読

み取り可能に設定されている必要があります。

（注） dir コマンドを使用して、コピー先のファイル システムに十分なスペースがあることを確認してくださ

い。十分な領域が残っていない場合は、delete コマンドを使用して不要なファイルを削除します。

手順の概要

1. copy [source filesystem:] filename [destination filesystem:] filename 

手順の詳細

次に、指定したコピー元からファイルをコピーし、指定したコピー先に移動する例を示します。

vsg# copy system:running-config tftp://10.10.1.1/home/configs/vsg3-run.cfg
Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered):
Trying to connect to tftp server......
Connection to Server Established.
TFTP put operation succesful
vsg#

ディレクトリの作成
現在のディレクトリ レベルまたは指定したディレクトリ レベルにディレクトリを作成できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. mkdir {bootflash: | debug: | volatile:} directory-name

コマンド 目的

ステップ 1 copy [source filesystem:] filename 
[destination filesystem:] filename

Example:
vsg# copy system:running-config 
tftp://10.10.1.1./home/configs/vsg2.cfg

指定したコピー元から指定したコピー先にファイル

をコピーします。
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既存のディレクトリの削除
手順の詳細

次に、bootflash: ディレクトリに test というディレクトリを作成する例を示します。

vsg# mkdir bootflash:test
vsg#

次に、現在のディレクトリ レベルに test というディレクトリを作成する例を示します。

vsg# mkdir test
vsg#

既存のディレクトリの削除
フラッシュ ファイル システムから既存のディレクトリを削除できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• CLI にログインします。

• このコマンドは、フラッシュ ファイル システムでだけ有効であること。

• ディレクトリを削除するには、ディレクトリが空であること。

手順の概要

1. rmdir {bootflash: | debug: | volatile:} directory

手順の詳細

次に、bootflash: ディレクトリで test というディレクトリを削除する例を示します。

vsg# rmdir bootflash:test
vsg#

次に、現在のディレクトリ レベルで test というディレクトリを削除する例を示します。

vsg# rmdir test
vsg#

コマンド 目的

ステップ 1 mkdir {bootflash: | debug: | 
volatile:} directory-name

Example:
vsg# mkdir bootflash:new-directory

現在のディレクトリ レベルにディレクトリを作成しま

す。

コマンド 目的

ステップ 1 rmdir {bootflash: | debug: | 
volatile:} directory

Example:
vsg# rmdir bootflash:new-directory

ディレクトリが空の場合は、削除します。
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ファイルの移動
ファイルの移動
ファイルを別の場所に移動できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• CLI にログインします。

• 移動先のディレクトリに十分なスペースがない場合、コピーは完了しないこと。

注意 同じ名前のファイルが移動先のディレクトリに存在する場合、そのファイルは移動するファイルに

よって上書きされます。

手順の概要

1. move {source path and filename} {destination path and filename}

手順の詳細

次に、あるディレクトリから同じファイル システムの別のディレクトリにファイルを移動する例を示

します。

vsg# move bootflash:samplefile bootflash:mystorage/samplefile

次に、あるディレクトリから現在のファイル システムの別のディレクトリにファイルを移動する例を

示します。

vsg# move samplefile mystorage/samplefile

ファイルまたはディレクトリの削除 
フラッシュ メモリ デバイス上のファイルまたはディレクトリを削除できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 環境変数 CONFIG_FILE または BOOTLDR で指定されているコンフィギュレーション ファイル

またはイメージを削除しようとすると、削除を確認するプロンプトが表示されます。

• BOOT 環境変数で指定されている 後の有効なシステム イメージを削除しようとすると、削除を

確認するプロンプトが表示されます。

コマンド 目的

ステップ 1 move {source path and filename} {destination path 
and filename}

Example:
vsg# move bootflash:file1 bootflash:mystuff/file1

ディレクトリを移動します。
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ファイルの圧縮
手順の概要

1. delete [bootflash: | debug: | log: | volatile:] filename or directory name

手順の詳細

次に、現在の作業ディレクトリから、指定したファイルを削除する例を示します。

vsg# delete bootflash:dns_config.cfg

次に、指定したディレクトリとその内容を削除する例を示します。

vsg# delete log:my-log

ファイルの圧縮 
LZ77 コーディングを使用して指定したファイルを圧縮（zip）できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• CLI にログインします。

手順の概要

1. show command > [path] filename

2. dir

3. gzip [path] filename

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 delete [bootflash: | debug: | log: | 
volatile:] filename or directory name

Example:
vsg# delete log:test-log

指定したファイルまたはディレクトリ、および

ディレクトリ内のすべてを削除します。

コマンド 目的

ステップ 1 show command > [path] filename

Example:
vsg# show pwd > pwdfile

show コマンドの出力をファイルに保存します。
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ファイルの圧縮
次に、指定したファイルを表示し、圧縮する例を示します。

vsg# show system internal sysmgr event-history errors > errorsfile
vsg# dir
    1480264     Nov 03 08:38:21 2001  1
      77824     Dec 08 11:17:45 2001  accounting.log
       4096     Nov 30 14:35:15 2001  core/
       3220     Dec 09 16:33:05 2001  errorsfile
         4096     Nov 30 14:35:15 2001  log/
      16384     Nov 03 08:32:09 2001  lost+found/
       7456     Dec 08 11:17:41 2001  mts.log
    1480264     Nov 03 08:33:27 2001  nexus-1000v-dplug-mzg.VSG1.0.1.bin
   20126720     Nov 03 08:33:27 2001  nexus-1000v-kickstart-mzg.VSG1.0.1.bin
   45985810     Dec 01 14:30:00 2001  nexus-1000v-mzg.VSG1.0.1.bin
   46095447     Dec 07 11:32:00 2001  nexus-1000v-mzg.VSG1.0.396.bin
       1714     Dec 08 11:17:33 2001  system.cfg.new
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_2/
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_3/
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_4/

Usage for bootflash://
  631246848 bytes used
5772722176 bytes free
6403969024 bytes total

次に、指定したファイルを圧縮する例を示します。

vsg# gzip bootflash:errorsfile
vsg# dir
    1480264     Nov 03 08:38:21 2001  1
      77824     Dec 08 11:17:45 2001  accounting.log
       4096     Nov 30 14:35:15 2001  core/
        861     Dec 09 16:33:05 2001  errorsfile.gz
         4096     Nov 30 14:35:15 2001  log/
      16384     Nov 03 08:32:09 2001  lost+found/
       7456     Dec 08 11:17:41 2001  mts.log
    1480264     Nov 03 08:33:27 2001  nexus-1000v-dplug-mzg.VSG1.0.1.bin
   20126720     Nov 03 08:33:27 2001  nexus-1000v-kickstart-mzg.VSG1.0.1.bin
   45985810     Dec 01 14:30:00 2001  nexus-1000v-mzg.VSG1.0.1.bin
   46095447     Dec 07 11:32:00 2001  nexus-1000v-mzg.VSG1.0.396.bin
       1714     Dec 08 11:17:33 2001  system.cfg.new
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_2/
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_3/
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_4/

Usage for bootflash://
  631246848 bytes used
5772722176 bytes free
6403969024 bytes total
vsg#

ステップ 2 dir

Example:
vsg# dir

初の手順で作成した新しいファイルを含め、カレント ディレ

クトリの内容を表示します。

ステップ 3 gzip [path] filename

Example:
vsg# gzip bootflash:errorsfile

指定したファイルを圧縮します。

コマンド 目的
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ファイルの圧縮解除
ファイルの圧縮解除
LZ77 コーディングを使用して、圧縮済みの指定したファイルを圧縮解除（unzip）できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• CLI にログインします。

手順の概要

1. gunzip [path] filename

2. dir

手順の詳細

次に、指定したファイルを圧縮解除する例を示します。

vsg# gunzip bootflash:errorsfile.gz
vsg# dir bootflash:
    1480264     Nov 03 08:38:21 2001  1
      77824     Dec 08 11:17:45 2001  accounting.log
       4096     Nov 30 14:35:15 2001  core/
       3220     Dec 09 16:33:05 2001  errorsfile
       4096     Nov 30 14:35:15 2001  log/
      16384     Nov 03 08:32:09 2001  lost+found/
       7456     Dec 08 11:17:41 2001  mts.log
    1480264     Nov 03 08:33:27 2001  nexus-1000v-dplug-mzg.VSG1.0.1.bin
   20126720     Nov 03 08:33:27 2001  nexus-1000v-kickstart-mzg.VSG1.0.1.bin
   45985810     Dec 01 14:30:00 2001  nexus-1000v-mzg.VSG1.0.1.bin
   46095447     Dec 07 11:32:00 2001  nexus-1000v-mzg.VSG1.0.396.bin
       1714     Dec 08 11:17:33 2001  system.cfg.new
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_2/
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_3/
       4096     Nov 03 08:33:54 2001  vdc_4/

Usage for bootflash://sup-local
  631246848 bytes used
5772722176 bytes free
6403969024 bytes total

コマンド 目的

ステップ 1 gunzip [path] filename

Example:
vsg# gunzip 
bootflash:errorsfile.gz

指定したファイルを圧縮解除します。

ステップ 2 dir

Example:
vsg# dir

新たに圧縮解除したファイルを含め、ディレクトリの内容を表示

します。
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コマンド出力のファイル保存
コマンド出力のファイル保存
コマンド出力をファイルに保存できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show running-config > [path | filename]

手順の詳細

次に、コマンド出力を volatile: ディレクトリのファイル vsg1-run.cfg に保存する例を示します。

vsg# show running-config > volatile:vsg1-run.cfg

次に、コマンド出力を bootflash: ディレクトリのファイル vsg2-run.cfg に保存する例を示します。

vsg# show running-config > bootflash:vsg2-run.cfg

ロード前のコンフィギュレーション ファイルの確認
イメージをロードする前にイメージの完全性を確認できます。

（注） copy コマンドは、システム イメージとキックスタート イメージの両方に使用できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. copy source path and file system:running-config

2. show version image [bootflash: | modflash: |volatile:]

コマンド 目的

ステップ 1 show running-config > [path | filename]

Example:
vsg# show running-config > 
bootflash:vsg1-run.cfg

コマンド出力をパス先とファイル名に保存します。
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以前のコンフィギュレーションの復元
手順の詳細

次に、コピー元ファイルを実行コンフィギュレーションにコピーする例を示します。

vsg# copy tftp://10.10.1.1/home/configs/vsg1-run.cfg system:running-config

次に、指定したイメージを検証する例を示します。

vsg# show version image bootflash:nexus-1000v-mz.VSG1.0.401.bin
  image name: nexus-1000v-mz.VSG1.0.401.bin
  bios:       version unavailable
  system:     version 4.2(1)VSG1(1) [build 4.2(1)VSG1(0.401)]
  compiled:   12/9/2010 2:00:00 [12/09/2010 15:20:50]
vsg#

以前のコンフィギュレーションの復元 
以前保存したバージョンからコンフィギュレーションを復元できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• 任意のコマンド モードで CLI にログインします。

（注） copy running-config startup-config コマンドを入力するごとにバイナリ ファイルが作成され、ASCII 
ファイルがアップデートされます。有効なバイナリ コンフィギュレーション ファイルを使用すると、

ブート全体の時間が大幅に短縮されます。バイナリ ファイルはアップロードできませんが、その内容

を使用して既存のスタートアップ コンフィギュレーションを上書きできます。バイナリ ファイルをク

リアするには、write erase コマンドを入力します。

手順の概要

1. copy running-config bootflash: {filename}

2. copy bootflash: {filename} startup-configure

コマンド 目的

ステップ 1 copy source path and file 
system:running-config

Example:
vsg# copy 
tftp://10.10.1.1./home/configs/vsg1-run.cfg 
system:running-config

コピー元ファイルを実行コンフィギュレーション

にコピーします。

ステップ 2 show version image [bootflash: | modflash: 
|volatile:]

Example:
vsg# show version image

指定したイメージを検証します。
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ファイルの表示
手順の詳細

次に、以前保存した実行コンフィギュレーションのスナップショット コピーに戻す例を示します。

vsg# copy running-config bootflash:January03-Running

次に、bootflash: ディレクトリに以前保存したコンフィギュレーションのコピーに戻す例を示します。

vsg# copy bootflash:my-configure startup-configure

ファイルの表示
ここでは、ファイルに関する情報の表示方法について説明します。次の項目を取り上げます。

• 「ファイル内容の表示」（P.4-27）

• 「ディレクトリの内容の表示」（P.4-28）

• 「ファイル チェックサムの表示」（P.4-29）

• 「ファイルの 後の行の表示」（P.4-29）

ファイル内容の表示 
指定したファイルの内容を表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show file [bootflash: | debug: | volatile:] filename

コマンド 目的

ステップ 1 copy running-config bootflash: 
{filename}

Example:
vsg# copy running-config 
bootflash:Jan24-running

以前保存した実行コンフィギュレーションのスナップ

ショット コピー（バイナリ ファイル）に戻します。

ステップ 2 copy bootflash: {filename} 
startup-configure

Example:
vsg# copy bootflash:my-configure 
startup-configure

bootflash: ファイル システムに以前保存したコンフィ

ギュレーションのコピー（ASCII ファイル）に戻しま

す。
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ファイルの表示
手順の詳細

次に、指定したファイルの内容を表示する例を示します。

vsg# show file bootflash:sample_file.txt
security-profile sp1
  policy p1
rule r1
  action 10 permit
policy p1
  rule r1 order 10

vsg#

ディレクトリの内容の表示

ディレクトリまたはファイル システムの内容を表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. pwd

2. dir

手順の詳細

次に、現在の作業ディレクトリを表示する例を示します。

vsg# pwd
bootflash:

コマンド 目的

ステップ 1 show file [bootflash: | debug: | 
volatile:] filename

Example:
vsg# show file bootflash:sample_file.txt

指定したファイルの内容を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 pwd

Example:
vsg# pwd

現在の作業ディレクトリを表示します。

ステップ 2 dir

Example:
vsg# dir

ディレクトリの内容を表示します。
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ファイルの表示
次に、ディレクトリの内容を表示する例を示します。

vsg# dir
Usage for volatile://
          0 bytes used
   20971520 bytes free
   20971520 bytes total
vsg#

ファイル チェックサムの表示 
ファイルの完全性を確認するためのチェックサムを表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show file filename [cksum | md5sum]

手順の詳細

次に、ファイルのチェックサムまたは MD5 チェックサムを指定して元のファイルと比較する例を示し

ます。

vsg# show file bootflash:sample_file.txt cksum
750206909
vsg#

次に、ファイルの MD5 チェックサムを指定する例を示します。

vsg# show file bootflash:sample_file.txt md5sum
aa163ec1769b9156614c643c926023cf
vsg#

ファイルの 後の行の表示 
指定したファイルの 後の行を表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。

コマンド 目的

ステップ 1 show file filename [cksum | md5sum]

Example:
vsg# show file bootflash:sample_file.txt 
chksum

ファイルのチェックサムまたは Message Digest アル

ゴリズム 5（MD5）チェックサムを指定し、元の

ファイルと比較します。MD5 はファイルの電子的な

フィンガープリントです。
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現在のユーザ アクセスの表示
手順の概要

1. tail {path}[filename] {number-of-lines}

手順の詳細

次に、指定したファイルの末尾から、要求された行の数を表示する例を示します。

vsg# tail bootflash:errorsfile 5
(20) Event:E_DEBUG, length:34, at 171590 usecs after Tue Jul  1 09:29:05 2008
    [102] main(326): stateless restart
vsg#

現在のユーザ アクセスの表示 
Cisco VSG に現在アクセスしているすべてのユーザを表示できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• EXEC モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. show users

手順の詳細

次に、Cisco VSG に現在アクセスしているユーザのリストを表示する例を示します。

vsg# show users
NAME     LINE         TIME         IDLE          PID COMMENT
admin    pts/0        Jul  1 04:40 03:29        2915 (::ffff:64.103.145.136)
admin    pts/2        Jul  1 10:06 03:37        6413 (::ffff:64.103.145.136)
admin    pts/3        Jul  1 13:49   .          8835 (171.71.55.196)*
vsg#

コマンド 目的

ステップ 1 tail {path}[filename] {number-of-lines}

Example:
vsg# tail bootflash:errorsfile 5

指定したファイルの末尾から、要求された数の行を表

示します。

number-of-lines 引数の範囲は 0 ～ 80 です。

コマンド 説明

ステップ 1 show users

Example:
vsg# show users

Cisco VSG に現在アクセスしているユーザのリストを表示します。
4-30
Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V シリーズ スイッチ コンフィギュレーション ガイド リリース 4.2(1)VSG1(3.1)

OL-25778-01-J



 

第 4 章      Cisco Virtual Security Gateway のシステム管理

ユーザへのメッセージ送信
ユーザへのメッセージ送信 
Cisco VSG を現在使用しているすべてのアクティブ ユーザにメッセージを送信できます。

はじめる前に

このコマンドを使用する前に、次の点を理解または実行しておく必要があります。

• CLI にログインします。

手順の概要

1. send {session device} line

手順の詳細

次に、すべてのユーザにメッセージを送信する例を示します。

vsg# send Hello. Shutting down the system in 10 minutes.
Broadcast Message from admin@vsg (/dev/pts/34) at 8:58 ...
Hello. Shutting down the system in 10 minutes.
vsg#

コマンド 説明

ステップ 1 send {session device} line

Example:
vsg# send System Shutdown in 
10 Minutes

現在システムにログインしているユーザにメッセージを送信しま

す。次のキーワードと引数を使用できます。

• session：指定された pts または tty デバイス タイプにメッ

セージを送信します。

• line は 大 80 文字の英数字からなるメッセージです。
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ユーザへのメッセージ送信
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C H A P T E R 5

Cisco Virtual Security Gateway のハイ ア
ベイラビリティ

この章では、Cisco Virtual Security Gateway（VSG）のハイ アベイラビリティ（HA）を設定する方法

について説明します。

この章では、次の内容について説明します。

• 「ハイ アベイラビリティに関する情報」（P.5-1）

• 「システム コントロール サービス」（P.5-3）

• 「Cisco VSG HA ペア」（P.5-5）

• 「Cisco VSG HA ペアのフェールオーバー」（P.5-6）

• 「Cisco VSG HA の注意事項および制約事項」（P.5-7）

• 「Cisco VSG のロールの変更」（P.5-7）

• 「フェールオーバーの設定」（P.5-9）

• 「HA ペアへの ID の割り当て」（P.5-13）

• 「別の Cisco VSG とアクティブ Cisco VSG とのペアリング」（P.5-13）

• 「HA ペアでのスタンバイ Cisco VSG の置き換え」（P.5-16）

• 「HA ペアでのアクティブ Cisco VSG の置き換え」（P.5-17）

• 「HA 状態の検証」（P.5-18）

ハイ アベイラビリティに関する情報
Cisco VSG HA は Cisco NX-OS HA のサブセットです。冗長性または HA は 1 つのアクティブ Cisco 
VSG および 1 つのスタンバイ Cisco VSG によって提供されます。アクティブ Cisco VSG は、すべて

のシステム アプリケーションを実行および制御します。各アプリケーションはスタンバイ Cisco VSG 
のスタンバイ モードで開始および初期化され、アクティブ Cisco VSG で同期化およびアップデートさ

れます。フェールオーバーが発生すると、スタンバイ Cisco VSG はアクティブ Cisco VSG を引き継ぎ

ます。次の HA 機能が、障害発生時のトラフィックの中断を防止または 小限に留めます。

• 冗長性：デバイスの HA ペアリング

• プロセスの分離：ソフトウェア コンポーネントの分離

• スーパーバイザおよび Cisco VSG のフェールオーバー：アクティブ /スタンバイ Cisco VSG の HA 
ペアリング
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ハイ アベイラビリティに関する情報
図 5-1 に、Cisco VSG HA モデルを示します。

図 5-1 Cisco VSG のハイ アベイラビリティ 

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「冗長性」（P.5-2）

• 「プロセスの分離」（P.5-2）

• 「Cisco VSG のフェールオーバー」（P.5-3）

冗長性

Cisco VSG の冗長性は、HA ペアリングと同等です。可能な冗長性状態はアクティブとスタンバイで

す。アクティブ Cisco VSG はスタンバイ Cisco VSG とペアです。HA ペアリングは Cisco VSG ID に
基づきます。同一の ID が割り当てられる 2 つの Cisco VSG は自動的にペアになります。Cisco VSG で
実行されるすべてのプロセスは、データ パスにおいて重要です。アクティブ Cisco VSG で 1 つのプロ

セスで障害が発生すると、ただちにスタンバイ Cisco VSG へのフェールオーバーが自動的に行われま

す。

プロセスの分離

Cisco VSG ソフトウェアには、「サービス」として知られる独立したプロセスが含まれます。サービス

はサブシステムまたはフィーチャ セットの機能または機能セットを実行します。各サービスおよび

サービス インスタンスは、独立した保護プロセスとして実行されます。このアプローチにより、高い

フォールトトレラントを備えたソフトウェア インフラストラクチャとサービス間での障害の分離を実

現できます。サービス インスタンスに障害が発生しても、その時点で実行されている他のサービスに

影響しません。また、サービスの各インスタンスは独立したプロセスとして実行できます。つまり、

ルーティング プロトコルの 2 つのインスタンスは別々のプロセスとして実行できます。
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システム コントロール サービス
Cisco VSG のフェールオーバー

フェールオーバーが発生した場合は、Cisco VSG HA ペア設定により、ステートフル フェールオー

バーを使用した連続的なトラフィック転送が行われます。Cisco VSG のフェールオーバーの詳細につ

いては、「Cisco VSG HA ペアのフェールオーバー」（P.5-6）を参照してください。

システム コントロール サービス
Cisco VSG は、ほとんどのプロセスおよびサービスでステートフル リスタートが可能です。プロセス、

サービス、アプリケーションのバックエンド管理は、次の高レベルのシステム コントロール サービス

によって実行されます。

• システム マネージャ

• 永続ストレージ サービス

• メッセージおよびトランザクション サービス

• HA ポリシー

図 5-2 に、システム コントロール サービスを示します。

図 5-2 システム コントロール サービス

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「システム マネージャ」（P.5-4）

MTS

MTSMTS

 VSM

 VSM

HA 

EOBC/
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システム コントロール サービス
• 「永続ストレージ サービス」（P.5-4）

• 「メッセージおよびトランザクション サービス」（P.5-4）

• 「HA ポリシー」（P.5-4）

システム マネージャ

システム マネージャ（SM）は、あらゆるシステム機能、システム管理、システム ヘルス モニタリン

グの実行を制御し、ハイ アベイラビリティ ポリシーを実施します。SM は、サービスの起動、停止、

モニタリング、再起動を担当し、サービス状態とスーパーバイザ状態の同期を開始および管理します。

永続ストレージ サービス

永続ストレージ サービス（PSS）は、運用の実行時情報とプラットフォーム サービスの設定を保存お

よび管理します。PSS コンポーネントは、システム サービスとともに動作し、サービスの再起動が発

生した場合に状態を回復します。これは状態および実行時情報のデータベースとして機能します。その

ため、各サービスは、必要なときにいつでも、サービス自体の状態情報のチェックポイントを作成でき

ます。再起動サービスは、障害が発生する直前の動作状態に回復できます。

PSS を使用する各サービスは、保存された情報を専用情報（当サービスだけ読み取り可能）または共

有情報（他のサービスも読み取り可能）として定義できます。情報を共有する場合は、ローカル（同一

スーパーバイザ上のサービスだけ読み取り可能）またはグローバル（スーパーバイザまたはモジュール

上のサービスが読み取り可能）のどちらかを指定できます。

メッセージおよびトランザクション サービス

メッセージおよびトランザクション サービス（MTS）は、ハイアベイラビリティ セマンティクスに特

化したプロセス間通信（IPC）メッセージ ブローカです。MTS は、モジュール内とモジュール間、お

よびスーパーバイザ間でメッセージのルーティングとキューイングを行います。また、イベント通知や

同期などのメッセージ交換を容易にし、システム サービス間およびシステム コンポーネント間のメッ

セージ永続性を促進します。MTS では、永続メッセージおよびログ メッセージをキュー内に保管でき

るため、サービスの再起動後もそれらのメッセージにアクセスできます。

HA ポリシー 
Cisco NX-OS ソフトウェアは通常、障害が発生したサービスの再起動方法を定義する一連の関連する

内部 HA ポリシーを各サービスに持たせることができます。デバイスでプロセスに障害が発生すると、

システム マネージャは、ステートフル再起動、ステートレス再起動、またはフェールオーバーのいず

れかを実行します。

（注） Cisco VSG が VSM から借りたプロセスだけが再起動されます。ポリシー エンジンまたは Inspect など

の Cisco VSG 固有のプロセスは再起動されません。Cisco VSG 固有のプロセスで障害が発生すると、

自動フェールオーバーが発生します。
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Cisco VSG HA ペア
Cisco VSG HA ペア
Cisco VSG HA ペアには次の特性があります。

• 冗長性は、1 つのアクティブ Cisco VSG および 1 つのスタンバイ Cisco VSG によって提供されま

す。

• アクティブ Cisco VSG は、すべてのシステム アプリケーションを実行および制御します。

• 各アプリケーションはスタンバイ Cisco VSG のスタンバイ モードで開始および初期化されます。

• 各アプリケーションはスタンバイ Cisco VSG で同期化およびアップデートされます。

• フェールオーバーが発生すると、スタンバイ Cisco VSG はアクティブ Cisco VSG を引き継ぎま

す。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Cisco VSG のロール」（P.5-5）

• 「HA ペアの状態」（P.5-5）

• 「Cisco VSG HA ペアの同期」（P.5-5）

Cisco VSG のロール

Cisco VSG のロールは次のとおりです。

• スタンドアロン：このロールは、他の Cisco VSG と相互動作しません。システムに Cisco VSG が 
1 つだけ存在する場合に、このロールを割り当てます。このロールはデフォルトです。

• プライマリ：このロールは、セカンダリ Cisco VSG とアクティブ /スタンバイ状態を調整します。

これは、アクティブ /スタンバイ モードをネゴシエートするときにブートアップ中に優先されま

す。つまり、セカンダリ Cisco VSG がブートアップ時にアクティブ ロールを持たない場合は、プ

ライマリ Cisco VSG がアクティブ ロールを担います。このロールは、HA Cisco VSG システムに

初にインストールする Cisco VSG に割り当てます。

• セカンダリ：このロールは、プライマリ Cisco VSG とアクティブ /スタンバイ状態を調整します。

このロールは、Cisco VSG HA ペアに 2 番めに追加する Cisco VSG に割り当てます。

HA ペアの状態

Cisco VSG HA ペアの状態は次のとおりです。

• アクティブ：Cisco VSG がアクティブで、システムを制御している状態を示します。これは、

show system redundancy status コマンドにより表示できます。

• スタンバイ：Cisco VSG がアクティブな Cisco VSG と設定を同期し、障害発生または手動スイッ

チオーバー時に引き継ぎを行う準備が常にできている状態を示します。

Cisco VSG HA ペアの同期

アクティブおよびスタンバイ Cisco VSG は、一方の内部状態がアクティブで他方の内部状態がスタン

バイである場合に自動的に同期します。

show system redundancy status コマンドの出力で、アクティブ Cisco VSG の動作冗長モードが表示

されない場合、アクティブおよびスタンバイ Cisco VSG は同期していません。
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Cisco VSG HA ペアのフェールオーバー
次に、Cisco VSG HA ペアが同期しているときの内部状態の例を示します。

vsg# show system redundancy status
Redundancy role
---------------
      administrative:   primary
         operational:   primary

Redundancy mode
---------------
      administrative:   HA
         operational:   HA

This supervisor (sup-1)
-----------------------
    Redundancy state:   Active
    Supervisor state:   Active
      Internal state:   Active with HA standby

Other supervisor (sup-2)
------------------------
    Redundancy state:   Standby
Supervisor state: HA standby
Internal state: HA standby
vsg#

Cisco VSG HA ペアのフェールオーバー
Cisco VSG HA ペアの設定により、障害が発生した場合にステートフル フェールオーバーを使用した

連続的なトラフィック転送が行われます。Cisco VSG HA ペアは、アクティブ /スタンバイ構成で動作

します。常に、どちらか一方だけがアクティブ状態にあり、もう一方はスタンバイ バックアップとし

て機能します。2 つの Cisco VSG は、ほとんどのサービスのステートフル フェールオーバーを実行す

るために、状態と設定が常に同期します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「フェールオーバーの特性」（P.5-6）

• 「自動フェールオーバー」（P.5-7）

• 「手動フェールオーバー」（P.5-7）

フェールオーバーの特性

フェールオーバーは、アクティブ Cisco VSG の障害発生時に、次の特性がある場合に発生します。

• コントロール トラフィックが影響を受けないため、ステートフル（または中断なし）である。

• 仮想イーサネット モジュール（VEM）が影響を受けないため、データ トラフィックが中断されな

い。
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Cisco VSG HA の注意事項および制約事項
自動フェールオーバー

安定したスタンバイ Cisco VSG がアクティブ Cisco VSG で障害が発生したことを検出すると、フェー

ルオーバーが開始され、アクティブに移行します。フェールオーバーが開始されると、安定したスタン

バイ Cisco VSG が利用可能になるまで別のフェールオーバーを開始できません。安定していないスタ

ンバイ Cisco VSG がアクティブ Cisco VSG で障害が発生したことを検出すると、フェールオーバーを

開始する代わりにペアを再起動しようとします。

手動フェールオーバー

アクティブ Cisco VSG からスタンバイ Cisco VSG への手動フェールオーバーを開始するには、スタン

バイ Cisco VSG が安定している必要があります。これを確認するには、「Cisco VSG ペアのフェール

オーバーの準備ができていることの確認」（P.5-10）を参照してください。スタンバイ Cisco VSG が安

定していることを確認したら、フェールオーバーを手動で開始できます。これを確認するには、「アク

ティブ Cisco VSG からスタンバイ Cisco VSG への手動切り替え」（P.5-11）を参照してください。

フェールオーバー プロセスが開始されると、安定したスタンバイ Cisco VSG が使用可能になるまで別

のフェールオーバー プロセスを開始できません。

Cisco VSG HA の注意事項および制約事項
HA ペアの設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• プライマリ Cisco VSG とセカンダリ Cisco VSG は同じホストに存在させることができますが、冗

長性を向上させるために異なるホストにインストールしてください。可能な場合は、異なるアップ

ストリーム スイッチに接続します。

• スタンバイ Cisco VSG のコンソールは、プライマリがアクティブかどうかに応じて vSphere クラ

イアントまたは attach module [1 | 2] コマンドによって利用できます。しかし設定は許可されず、

コマンドの多くは制限されます。attach module [1 | 2] コマンドは、アクティブ Cisco VSG のコン

ソールで実行する必要があります。

Cisco VSG のロールの変更
Cisco VSG の稼動後は、そのロールを次のいずれかに変更できます。

• スタンドアロン

• プライマリ

• セカンダリ

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

注意 Cisco VSG のロールを変更すると、ペア間で競合が発生することがあります。プライマリ Cisco 
VSG とセカンダリ Cisco VSG が同時にお互いをアクティブと見なした場合、システムはプライマ

リ Cisco VSG をリセットすることによりこの問題を解決します。スタンドアロン Cisco VSG をセ
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Cisco VSG のロールの変更
カンダリ Cisco VSG に変更する場合は、 初に Cisco VSG をペアの別の Cisco VSG から分離し、

変更中にプライマリ Cisco VSG と対話しないようにしてください。スタンバイとして再接続する前

に Cisco VSG の電源をオフにします。

• CLI に EXEC モードでログインします。

• プライマリ Cisco VSG からセカンダリ Cisco VSG への変更を有効にするには、次のいずれかの手

順に従って、プライマリ Cisco VSG をリロードする必要があります。

– reload コマンドを入力します。

– vSphere クライアントで Cisco VSG の電源をオフにし、次にオンにします。

• スタンドアロン Cisco VSG からプライマリ Cisco VSG への変更はすぐに実行されます。

スタンドアロン Cisco VSG をセカンダリ Cisco VSG に変更するには、「別の Cisco VSG とアクティブ 
Cisco VSG とのペアリング」（P.5-13）を参照してください。

手順の概要

1. （任意）system redundancy role {standalone | primary | secondary}

2. （任意）show system redundancy status

3. （任意）copy running-config startup-config

手順の詳細

例

次に、Cisco VSG の HA ロールを指定する例を示します。

vsg# system redundancy role standalone
vsg#

コマンド 目的

ステップ 1 system redundancy role {standalone | 
primary | secondary}

Example:
vsg# system redundancy role primary

Cisco VSG の HA のロールを指定します。

ステップ 2 show system redundancy status

Example:
vsg# show system redundancy status

（任意）Cisco VSG の現在の冗長性状態を表示します。

ステップ 3 copy running-config startup-config

Example:
vsg# copy running-config 
startup-configure

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーし、リブート /再
起動することで、実行コンフィギュレーションを永続

的に保存します。
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フェールオーバーの設定
次に、スタンドアロン Cisco VSG のシステム冗長性状態を表示する方法を示します。

vsg# show system redundancy status
Redundancy role
---------------
      administrative:   standalone
         operational:   standalone

Redundancy mode
---------------
      administrative:   HA
         operational:   None

This supervisor (sup-1)
-----------------------

Redundancy state: Active
Supervisor state: Active
Internal state: Active with no standby

Other supervisor (sup-2)
------------------------

Redundancy state:   Not present
vsg#

次に、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーする例を示し

ます。

vsg# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
vsg#

フェールオーバーの設定 
この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「注意事項および制約事項」（P.5-9）

• 「Cisco VSG ペアのフェールオーバーの準備ができていることの確認」（P.5-10）

• 「アクティブ Cisco VSG からスタンバイ Cisco VSG への手動切り替え」（P.5-11）

注意事項および制約事項 
フェールオーバーの設定には、次の注意事項があります。

• フェールオーバーを手動で開始すると、2 つの Cisco VSG が存在することを示し、どちらがアク

ティブになるのかを識別するメッセージが生成されます。

• フェールオーバーは、両方の Cisco VSG が機能している場合にだけ実行されます。
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フェールオーバーの設定
Cisco VSG ペアのフェールオーバーの準備ができていることの確認

フェールオーバーを実行する前に、アクティブおよびスタンバイ Cisco VSG の両方が設置され、稼動

していることを確認します。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• CLI に EXEC モードでログインします。

• スタンバイ Cisco VSG が安定した状態にない場合は（状態は ha-standby である必要があります）、

手動で開始したフェールオーバーを実行できません。

手順の概要

1. show system redundancy status

手順の詳細

例

次に、Cisco VSG ペアがフェールオーバーの準備ができていることを確認する例を示します。

vsg# show system redundancy status
Redundancy role
---------------
      administrative:   primary
         operational:   primary

Redundancy mode
---------------
      administrative:   HA
         operational:   None

This supervisor (sup-1)
-----------------------
    Redundancy state:   Active
    Supervisor state:   Active
      Internal state:   Active with no standby

Other supervisor (sup-2)
-----------------------
    Redundancy state:   Active
    Supervisor state:   Active
      Internal state:   Active with no standby

コマンド 目的

ステップ 1 show system redundancy status

Example:
vsg# show system redundancy status

Cisco VSG の現在の冗長性状態を表示します。

出力が次のことを示す場合は、システム フェール

オーバーを続行できます（必要な場合）。

• アクティブ Cisco VSG が存在する

• HA スタンバイ冗長性状態のスタンバイ Cisco 
VSG が存在する
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フェールオーバーの設定
アクティブ Cisco VSG からスタンバイ Cisco VSG への手動切り替え

HA ペア内で、アクティブ Cisco VSG を手動でスタンバイ Cisco VSG に切り替えることができます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• アクティブ Cisco VSG CLI に EXEC モードでログインします。

• 「Cisco VSG ペアのフェールオーバーの準備ができていることの確認」（P.5-10）の手順が完了し、

システムでフェールオーバーを実行可能な状態です。

• フェールオーバーは、2 つの Cisco VSG が動作している場合にだけ実行できます。

• スタンバイ Cisco VSG が安定した状態にない場合は、手動フェールオーバーを開始できず、次の

エラー メッセージが表示されます。

Failed to switchover (standby not ready to takeover in vdc 1)

• system switchover コマンドを入力すると、安定したスタンバイ Cisco VSG が使用可能になるま

で、同じシステム上で別のフェールオーバー プロセスを開始できません。

• アクティブ Cisco VSG で使用可能だった実行コンフィギュレーションが保存されていない場合は、

新しいアクティブ Cisco VSG にも保存されていません。この未保存の実行コンフィギュレーショ

ンは、show running-config diff コマンドを使用して確認できます。必要な場合は、他の Cisco 
VSG の場合と同様に copy running-config startup-config コマンドを入力してコンフィギュレー

ションを保存します。

手順の概要

1. system switchover

2. （任意）show running-config diff

3. configure

4. （任意）copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 system switchover

Example:
vsg# system switchover

アクティブ Cisco VSG からスタンバイ Cisco VSG へ
の手動フェールオーバーを開始します。

（注） このコマンドを入力すると、安定したスタン

バイ Cisco VSG が使用可能になるまで、同じ

システム上で別のフェールオーバー プロセス

を開始できません。

（注） 手順を続行する前に、スイッチオーバーが完

了し、スタンバイ スーパーバイザがアクティ

ブになるまで待機します。
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フェールオーバーの設定
例

次に、アクティブ Cisco VSG をスタンバイ Cisco VSG に切り替える方法と、スタンバイ Cisco VSG が
アクティブ Cisco VSG になったときにスタンバイ Cisco VSG で表示される出力を示します。

vsg# system switchover
----------------------------
2011 Jan 18 04:21:56 n1000v %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_PRE_START: 
This supervisor is becoming active (pre-start phase).
2011 Jan 18 04:21:56 n1000v %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-HASWITCHOVER_START: 
This supervisor is becoming active.
2011 Jan 18 04:21:57 n1000v %$ VDC-1 %$ %SYSMGR-2-SWITCHOVER_OVER: Switchover completed.
2011 Jan 18 04:22:03 n1000v %$ VDC-1 %$ %PLATFORM-2-MOD_REMOVE: Module 1 removed (Serial 
number )

次に、実行コンフィギュレーションとスタートアップ コンフィギュレーションの差異を表示する方法

を示します。

vsg# show running-config diff
*** Startup-config
--- Running-config
***************
*** 1,38 ****
  version 4.0(4)SV1(1)
  role feature-group name new
  role name testrole
  username admin password 5 $1$S7HvKc5G$aguYqHl0dPttBJAhEPwsy1  role network-admin
  telnet server enable
  ip domain-lookup

次に、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーする例を示し

ます。

vsg# configure
vsg(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
vsg(config)#

ステップ 2 show running-config diff

Example:
vsg# show running-config diff

（任意）実行コンフィギュレーションとスタートアッ

プ コンフィギュレーションの差異を確認します。

アクティブ Cisco VSG に未保存の実行コンフィギュ

レーションがあっても、フェールオーバー後にアク

ティブになる Cisco VSG には保存されません。必要

な場合は、そのコンフィギュレーションをスタート

アップ コンフィギュレーションに保存します。

ステップ 3 configure

Example:
vsg# configure

グローバル コンフィギュレーション モードに切り替

えます。

ステップ 4 copy running-config startup-config

Example:
vsg# copy running-config startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーし、リブート /再
起動することで、実行コンフィギュレーションを永続

的に保存します。

コマンド 目的
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HA ペアへの ID の割り当て
HA ペアへの ID の割り当て
Cisco VSG HA ペアを作成できます。各 HA ペアは HA ペア ID と呼ばれる識別子（ID）によって識別

されます。アクティブ Cisco VSG とスタンバイ Cisco VSG の間のコンフィギュレーション状態の同期

化は、同じ HA ペア ID を使用する Cisco VSG ペアの間で行われます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• コンフィギュレーション モードで CLI にログインします。

手順の概要

1. configure

2. ha-pair id {number}

手順の詳細

例

次に、HA ペアに ID を割り当てる例を示します。

vsg# configure
vsg(config)# ha-pair id 10
vsg(config)#

別の Cisco VSG とアクティブ Cisco VSG とのペアリング
別の Cisco VSG を追加してスタンドアロン Cisco VSG を HA ペアに変更できます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「スタンドアロン Cisco VSG のプライマリ Cisco VSG への変更」（P.5-14）

• 「Cisco VSG HA ペアへの変更の確認」（P.5-15）

はじめる前に

別の Cisco VSG をスタンドアロン システムに追加する前に、次のことを認識または実行する必要があ

ります。

• CLI に EXEC モードでログインします。

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
vsg# configure

グローバル コンフィギュレーション モードに切り替

えます。

ステップ 2 ha-pair id {number}

Example:
vsg(config-svs-domain)# ha-pair id 10

HA ペアに ID を割り当てます。
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• プライマリ Cisco VSG とセカンダリ Cisco VSG は同じホストに存在させることができますが、そ

れらを異なるホストにインストールすることにより、冗長性を向上できます。可能な場合は、異な

るアップストリーム スイッチに接続します。

• 2 番めの Cisco VSG をインストールする場合は、セカンダリ ロールを割り当てます。

• 両方のホストで同じパラメータを使用してデュアル Cisco VSG VM のポート グループを設定しま

す。

• セカンダリ Cisco VSG がペアになると、次のことが自動的に行われます。

– セカンダリ Cisco VSG がリロードされ、システムに追加されます。

– セカンダリ Cisco VSG がプライマリ Cisco VSG とネゴシエートし、スタンバイ Cisco VSG に
なります。

– スタンバイ Cisco VSG が設定および状態をプライマリ Cisco VSG と同期します。

スタンドアロン Cisco VSG のプライマリ Cisco VSG への変更

Cisco VSG HA ペア内で Cisco VSG のロールをスタンドアロンからプライマリに変更できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• CLI に EXEC モードでログインします。

• スタンドアロンからプライマリへの変更はすぐに実行されます。

手順の概要

1. system redundancy role primary

2. show system redundancy status

3. configure

4. （任意）copy running-config startup-config

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 system redundancy role primary

Example:
vsg# system redundancy role primary

スタンドアロン Cisco VSG をプライマリ Cisco VSG 
に変更します。

ロールの変更はすぐに反映されます。

ステップ 2 show system redundancy status

Example:
vsg# show system redundancy status

Cisco VSG の現在の冗長性状態を表示します。

ステップ 3 configure

Example:
vsg# configure

グローバル コンフィギュレーション モードに切り替

えます。
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例

次に、スタンドアロン Cisco VSG をプライマリ Cisco VSG に変更する例を示します。

vsg# system redundancy role primary
vsg#

次に、Cisco VSG の現在のシステム冗長性状態を表示する例を示します。

vsg# show system redundancy status
Redundancy role
---------------
      administrative:   primary
         operational:   primary

Redundancy mode
---------------
      administrative:   HA
         operational:   None

This supervisor (sup-1)
-----------------------
    Redundancy state:   Active
    Supervisor state:   Active
      Internal state:   Active with no standby

Other supervisor (sup-2)
------------------------
    Redundancy state:   Not present

次に、実行コンフィギュレーションをスタートアップ コンフィギュレーションにコピーする例を示し

ます。

vsg# configure
vsg(config)# copy running-config startup-config
[########################################] 100%
vsg(config)#

Cisco VSG HA ペアへの変更の確認

単一の Cisco VSG から Cisco VSG HA ペアに変更したことを確認できます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• CLI に EXEC モードでログインします。

• 単一の Cisco VSG ロールがスタンドアロンからプライマリにすでに変更されています。「スタンド

アロン Cisco VSG のプライマリ Cisco VSG への変更」（P.5-14）を参照してください。

ステップ 4 copy running-config startup-config

Example:
vsg(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアッ

プ コンフィギュレーションにコピーし、リブート /再
起動することで、実行コンフィギュレーションを永続

的に保存します。

コマンド 目的
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HA ペアでのスタンバイ Cisco VSG の置き換え
手順の概要

1. show system redundancy status

手順の詳細

例

次に、システムの Cisco VSG の現在の冗長性状態を表示する例を示します。この例では、シングル 
Cisco VSG システムからデュアル Cisco VSG システムへの変更の後にプライマリ Cisco VSG とセカン

ダリ Cisco VSG が表示されています。

vsg# show system redundancy status
Redundancy role
---------------
administrative: primary
operational: primary 
Redundancy mode
---------------
administrative: HA
operational: HA 
This supervisor (sup-1)
-----------------------
Redundancy state: Active
Supervisor state: Active
Internal state: Active with HA standby 

Other supervisor (sup-2)
------------------------
Redundancy state: Standby
Supervisor state: HA standby
Internal state: HA standby

HA ペアでのスタンバイ Cisco VSG の置き換え
HA ペアでスタンバイ /セカンダリ Cisco VSG を置き換えることができます。

（注） 機器の停止：この手順では、電源をオフにし、Cisco VSG を再インストールする必要があります。こ

の間、システムは単一の Cisco VSG で動作します。

手順

ステップ 1 スタンバイ Cisco VSG の電源をオフにします。

ステップ 2 既存の Cisco VSG と同じドメイン ID を使用し、新しい Cisco VSG をスタンバイとしてインストール

します。

コマンド 目的

ステップ 1 show system redundancy status

Example:
vsg# show system redundancy status

システムの Cisco VSG の現在の冗長性状態を表示し

ます。
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HA ペアでのアクティブ Cisco VSG の置き換え
新しい Cisco VSG は、システムに追加された後、既存の Cisco VSG と同期します。

HA ペアでのアクティブ Cisco VSG の置き換え
HA ペアでアクティブ /プライマリ Cisco VSG を置き換えることができます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを確認または実行してください。

• CLI に EXEC モードでログインします。

• 新しいプライマリ Cisco VSG が設定時にセカンダリ Cisco VSG または VEM と通信できないよう

ポート グループを設定する必要があります。プライマリまたはセカンダリ冗長性ロールを持つ 
Cisco VSG には、アクティブ状態の 2 つの Cisco VSG 間の差異を検出し、解決するメカニズムが

組み込まれています。新しいプライマリ Cisco VSG の設定中にこれらのメカニズムを使用するこ

とを回避するには、セカンダリ Cisco VSG から新しいプライマリ Cisco VSG を分離する必要があ

ります。

（注） 機器の停止：この手順では、電源をオフにし、Cisco VSG を再インストールする必要があります。こ

の間、システムは単一の Cisco VSG で動作します。

手順

ステップ 1 アクティブ Cisco VSG の電源をオフにします。

セカンダリ Cisco VSG がアクティブになります。

ステップ 2 vSphere クライアントで、設定中にセカンダリ Cisco VSG および VEM と通信しないよう新しいプライ

マリ Cisco VSG のポート グループの設定を変更します。

ステップ 3 既存の Cisco VSG と同じドメイン ID を使用し、新しい Cisco VSG をプライマリとしてインストール

します。

ステップ 4 vSphere クライアントで、セカンダリ Cisco VSG および VEM との通信を許可するよう新しいプライマ

リ Cisco VSG のポート グループの設定を変更します。

ステップ 5 新しいプライマリ Cisco VSG の電源をオンにします。

新しいプライマリ Cisco VSG が起動し、セカンダリ Cisco VSG（現在アクティブな Cisco VSG）とす

べての設定データを自動的に同期します。既存の Cisco VSG がアクティブであるため、新しいプライ

マリ Cisco VSG はスタンバイ Cisco VSG になり、既存のアクティブ Cisco VSG からすべての設定デー

タを受け取ります。
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HA 状態の検証
HA 状態の検証 
HA 状態を表示して確認できます。

手順の概要

1. show system redundancy status

手順の詳細

例

次の例では、システム冗長性を表示する方法を示します。

vsg# show system redundancy status
Redundancy role
---------------
administrative: primary
operational: primary 
Redundancy mode
---------------
administrative: HA
operational: HA 
This supervisor (sup-1)
-----------------------
Redundancy state: Active
Supervisor state: Active
Internal state: Active with HA standby 
Other supervisor (sup-2)
------------------------
Redundancy state: Standby
Supervisor state: HA standby
Internal state: HA standby 

次に、すべてのプロセスの状態と開始カウントを表示する例を示します。

vsg# show processes
PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Process
-----  -----  --------  -----------  ----  -------------
    1      S  b7f8a468            1     -  init
    2      S         0            1     -  ksoftirqd/0
    3      S         0            1     -  desched/0
    4      S         0            1     -  events/0
    5      S         0            1     -  khelper
   10      S         0            1     -  kthread
   18      S         0            1     -  kblockd/0
   35      S         0            1     -  khubd
  188      S         0            1     -  pdflush
  189      S         0            1     -  pdflush
  190      S         0            1     -  kswapd0
  191      S         0            1     -  aio/0
  776      S         0            1     -  kseriod

コマンド 目的

ステップ 1 show system redundancy status

Example:
vsg# show system redundancy 
status

システムの HA 状態を表示します。
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  823      S         0            1     -  kide/0
  833      S         0            1     -  ata/0
  837      S         0            1     -  scsi_eh_0
 1175      S         0            1     -  kjournald
 1180      S         0            1     -  kjournald
 1740      S         0            1     -  kjournald
 1747      S         0            1     -  kjournald
 1979      S  b7f6c18e            1     -  portmap
 1992      S         0            1     -  nfsd
 1993      S         0            1     -  nfsd
 1994      S         0            1     -  nfsd
 1995      S         0            1     -  nfsd
 1996      S         0            1     -  nfsd
 1997      S         0            1     -  nfsd
 1998      S         0            1     -  nfsd
 1999      S         0            1     -  nfsd
 2000      S         0            1     -  lockd
 2001      S         0            1     -  rpciod
 2006      S  b7f6e468            1     -  rpc.mountd
 2012      S  b7f6e468            1     -  rpc.statd
 2039      S  b7dd2468            1     -  sysmgr
 2322      S         0            1     -  mping-thread
 2323      S         0            1     -  mping-thread
 2339      S         0            1     -  stun_kthread
 2340      S         0            1     -  stun_arp_mts_kt
 2341      S         0            1     -  stun_packets_re
 2376      S         0            1     -  redun_kthread
 2377      S         0            1     -  redun_timer_kth
 2516      S         0            1     -  sf_rdn_kthread
 2517      S  b7f37468            1     -  xinetd
 2518      S  b7f6e468            1     -  tftpd
 2519      S  b79561b6            1     -  syslogd
 2520      S  b7ecc468            1     -  sdwrapd
 2522      S  b7da3468            1     -  platform
 2527      S         0            1     -  ls-notify-mts-t
 2541      S  b7eabbe4            1     -  pfm_dummy
 2549      S  b7f836be            1     -  klogd
 2557      S  b7c09be4            1     -  vshd
 2558      S  b7e4f468            1     -  stun
 2559      S  b7b11f43            1     -  smm
 2560      S  b7ea1468            1     -  session-mgr
 2561      S  b7cd1468            1     -  psshelper
 2562      S  b7f75468            1     -  lmgrd
 2563      S  b7e6abe4            1     -  licmgr
 2564      S  b7eb5468            1     -  fs-daemon
 2565      S  b7e97468            1     -  feature-mgr
 2566      S  b7e45468            1     -  confcheck
 2567      S  b7ea9468            1     -  capability
 2568      S  b7cd1468            1     -  psshelper_gsvc
 2576      S  b7f75468            1     -  cisco
 2583      S  b779f40d            1     -  clis
 2586      S  b76e140d            1     -  port-profile
 2588      S  b7d07468            1     -  xmlma
 2589      S  b7e69497            1     -  vnm_pa_intf
 2590      S  b7e6e468            1     -  vmm
 2591      S  b7b9c468            1     -  vdc_mgr
 2592      S  b7e73468            1     -  ttyd
 2593      R  b7edb5f5            1     -  sysinfo
 2594      S  b7d07468            1     -  sksd
 2596      S  b7e82468            1     -  res_mgr
 2597      S  b7e49468            1     -  plugin
 2598      S  b7bb9f43            1     -  npacl
 2599      S  b7e93468            1     -  mvsh
 2600      S  b7e02468            1     -  module
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 2601      S  b792c40d            1     -  fwm
 2602      S  b7e93468            1     -  evms
 2603      S  b7e8d468            1     -  evmc
 2604      S  b7ec4468            1     -  core-dmon
 2605      S  b7e11468            1     -  bootvar
 2606      S  b769140d            1     -  ascii-cfg
 2607      S  b7ce5be4            1     -  securityd
 2608      S  b77de40d            1     -  cert_enroll
 2609      S  b7ce2468            1     -  aaa
 2611      S  b7b0bf43            1     -  l3vm
 2612      S  b7afef43            1     -  u6rib
 2613      S  b7afcf43            1     -  urib
 2615      S  b7e05468            1     -  ExceptionLog
 2616      S  b7daa468            1     -  ifmgr
 2617      S  b7ea5468            1     -  tcap
 2621      S  b763340d            1     -  snmpd
 2628      S  b7f02d39            1     -  PMon
 2629      S  b7c00468            1     -  aclmgr
 2646      S  b7b0ff43            1     -  adjmgr
 2675      S  b7b0bf43            1     -  arp
 2676      S  b793b896            1     -  icmpv6
 2677      S  b79b2f43            1     -  netstack
 2755      S  b77ac40d            1     -  radius
 2756      S  b7f3ebe4            1     -  ip_dummy
 2757      S  b7f3ebe4            1     -  ipv6_dummy
 2758      S  b78e540d            1     -  ntp
 2759      S  b7f3ebe4            1     -  pktmgr_dummy
 2760      S  b7f3ebe4            1     -  tcpudp_dummy
 2761      S  b784640d            1     -  cdp
 2762      S  b7b6440d            1     -  dcos-xinetd
 2765      S  b7b8f40d            1     -  ntpd
 2882      S  b7dde468            1     -  vsim
 2883      S  b799340d            1     -  ufdm
 2884      S  b798640d            1     -  sal
 2885      S  b795940d            1     -  pltfm_config
 2886      S  b787640d            1     -  monitor
 2887      S  b7d71468            1     -  ipqosmgr
 2888      S  b7a4827b            1     -  igmp
 2889      S  b7a6640d            1     -  eth-port-sec
 2890      S  b7b7e468            1     -  copp
 2891      S  b7ae940d            1     -  eth_port_channel
 2892      S  b7b0a468            1     -  vlan_mgr
 2895      S  b769540d            1     -  ethpm
 2935      S  b7d3a468            1     -  msp
 2938      S  b590240d            1     -  vms
 2940      S  b7e8d468            1     -  vsn_service_mgr
 2941      S  b7cc0468            1     -  vim
 2942      S  b7d57468            1     -  vem_mgr
 2943      S  b7d25497            1     -  policy_engine
 2944      S  b7e6a497            1     -  inspect
 2945      S  b7d33468            1     -  aclcomp
 2946      S  b7d1c468            1     -  sf_nf_srv
 2952      S  b7f1deee            1     -  thttpd.sh
 2955      S  b787040d            1     -  dcos-thttpd
 3001      S  b7f836be            1     1  getty
 3003      S  b7f806be            1    S0  getty
 3004      S  b7f1deee            1     -  gettylogin1
 3024      S  b7f836be            1    S1  getty
15497      S  b7a3840d            1     -  in.dcos-telnetd
15498      S  b793a468            1    20  vsh
19217      S  b7a3840d            1     -  in.dcos-telnetd
19218      S  b7912eee            1    21  vsh
19559      S  b7f5d468            1     -  sleep
19560      R  b7f426be            1    21  more
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19561      R  b7939be4            1    21  vsh
19562      R  b7f716be            1     -  ps
    -     NR         -            0     -  tacacs
    -     NR         -            0     -  dhcp_snoop
    -     NR         -            0     -  installer
    -     NR         -            0     -  ippool
    -     NR         -            0     -  nfm
    -     NR         -            0     -  private-vlan
    -     NR         -            0     -  scheduler
    -     NR         -            0     -  vbuilder
vsg#
5-21
Cisco Virtual Security Gateway for Nexus 1000V シリーズ スイッチ コンフィギュレーション ガイド リリース 4.2(1)VSG1(3.1)

OL-25778-01-J



 

第 5 章      Cisco Virtual Security Gateway のハイ アベイラビリティ

HA 状態の検証
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C H A P T E R 6

Cisco Virtual Security Gateway のファイア
ウォール プロファイルおよびポリシー オブ
ジェクト

この章では、Cisco Virtual Security Gateway（VSG）のファイアウォール プロファイルおよびポリ

シー オブジェクトの設定方法について説明します。

この章では、次の内容について説明します。

• 「Cisco VSG のファイアウォール ポリシー オブジェクトに関する情報」（P.6-1）

• 「Cisco VSG ポリシー オブジェクト設定の前提条件」（P.6-2）

• 「デフォルト設定」（P.6-3）

• 「Cisco VSG のファイアウォール ポリシー オブジェクト」（P.6-1）

• 「サービス ファイアウォールのロギングの設定」（P.6-11）

• 「Cisco VSG の設定の確認」（P.6-12）

• 「設定の制限値」（P.6-14）

Cisco VSG のファイアウォール ポリシー オブジェクトに関
する情報

Cisco VSG のすべての設定および管理は、Cisco Virtual Network Management Center（VNMC）を使

用して行います。

（注） ポリシーエージェント（PA）がインストールされている場合、コマンドライン インターフェイス

（CLI）は Cisco VSG のポリシー関連オブジェクトの設定に使用できません。PA をアンインストール

（削除）すると、CLI から再度ポリシー（およびポリシー オブジェクト）を設定できます。ただし、

Cisco VSG のファイアウォール ポリシー オブジェクトのすべての設定および管理には Cisco VNMC を
使用することを推奨します。

Cisco VSG のファイアウォール ポリシー オブジェクト

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「Cisco VSG ポリシー オブジェクト設定の前提条件」（P.6-2）
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• 「Cisco VSG 設定時の注意事項および制限事項」（P.6-2）

• 「デフォルト設定」（P.6-3）

• 「ゾーン」（P.6-3）

• 「オブジェクト グループ」（P.6-3）

• 「ルール」（P.6-3）

• 「ポリシー」（P.6-4）

• 「セキュリティ プロファイル」（P.6-8）

• 「Cisco VNMC および Cisco VSG のセキュリティ プロファイルおよびポリシーの表示」（P.6-9）

Cisco VSG ポリシー オブジェクト設定の前提条件

Cisco VSG ポリシー オブジェクトには次の前提条件があります。

• Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチ に NEXUS_VSG_SERVICES_PKG ライセンスがインス

トールされている必要があります。

• 保護対象の ESX ホスト（VEM）の数に対して十分なライセンスがあることを確認してください。

• 仮想スーパーバイザ モジュール（VSM）上で、Cisco VSG のサービスおよび HA インターフェイ

スのポート プロファイルを作成してください。

• Cisco VSG ソフトウェアをインストールし、基本インストールを完了します。詳細については、

『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management 
Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• データ IP アドレスおよび管理 IP アドレスを設定する必要があります。データ IP アドレスを設定

するには、『Cisco Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network 
Management Center, Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• セキュリティ ポリシーに必要な属性の詳細を用意します。

• EXEC モードで Cisco VSG CLI にログインします。

Cisco VSG 設定時の注意事項および制限事項

Cisco VSG の設定に関する注意事項と制約事項は次のとおりです。

• 管理 VLAN は VM ネットワーク vSwitch 上にある必要があります。

• HA およびサービス VLAN はアップリンク ポート上に設定します。（システム VLAN 上にある必

要はありません）。

• Cisco VSG の管理インターフェイスとデータ インターフェイス（data0）に同じネットワーク IP 
アドレスを設定しないでください。

設定および管理作業については、次の要件が満たされている必要があります。

• Cisco VSG ソフトウェアは 3 つのネットワーク アダプタで実行されている必要があります。ネッ

トワーク ラベルは次のとおりです。

– ポートプロファイルとして Service（eth0） 

– 管理 VLAN として Mgmt（Eth1）

– ポートプロファイルとして HA（Eth2） 
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• Cisco VSG VM の電源をオンにし、データ インターフェイスの IP アドレス（data0 用）および管

理インターフェイスの IP アドレスを設定します。

ネットワーク アダプタへのネットワーク ラベルの割り当てに関する詳細については、『Cisco Virtual 
Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management Center, Release 1.3 
Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

デフォルト設定

表 6-1 に、Cisco VSG パラメータのデフォルト設定を示します。

ゾーン

ゾーンは、仮想マシン（VM）またはホストの論理グループです。ゾーンは、ゾーン名を使用したゾー

ン属性に基づくポリシーの記述を許可することにより、ポリシーの記述を簡素化できます。ゾーン定義

により、ゾーンに VM がマッピングされます。論理グループの定義は、vCenter に定義された VM 属
性など、VM またはホストに関連付けられた属性に基づくことができます。ゾーン定義は条件ベースの

サブネットおよびエンドポイントの IP アドレスとして記述できます。

ゾーンおよびオブジェクト グループは異なる方向のさまざまなルール間で共有されるため、オブジェ

クト グループで使用される属性は、方向付けされていない、ニュートラル属性である必要があります。

次に、show running-config コマンド出力にゾーンが表示される例を示します。

vsg# show running-config zone zone1
zone zone1

condition 1 net.ip-address eq 1.1.1.1
condition 2 net.port eq 80

オブジェクト グループ

オブジェクト グループは、属性に関連する一連の条件です。オブジェクト グループおよびゾーンは異

なる方向のさまざまなルール間で共有されるため、オブジェクト グループ条件で使用される属性は、

方向付けされず、ニュートラルである必要があります。オブジェクト グループは、ファイアウォール 
ルールの記述を支援するセカンダリ ポリシー オブジェクトです。ルール条件は、演算子を使用するこ

とによりオブジェクト グループを参照できます。

次に、show running-config コマンド出力にオブジェクト グループが表示される例を示します。

vsg# show running-config object-group g1
object-group g1 net.port
  match 1 eq 80 
  match 2 eq 443 

ルール

ファイアウォール ルールは複数の条件とアクショで構成できます。ルールは、ポリシー内で、条件

ベースのサブネット、またはエンド ポイントの IP アドレスおよび VM 属性として定義できます。

表 6-1 デフォルト パラメータ

パラメータ デフォルト

ルール ポリシー オブジェクト ドロップ
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アクションはポリシー評価の結果です。指定したルール内で、次のアクションを 1 つまたは複数定義し

て関連付けることができます。

• 許可

• ドロップ パケット

• ログ

• インスペクション

次に、show running-config コマンド出力にルールが表示される例を示します。

vsg# show running-config rule r2
rule r2
  condition 1 dst.net.ip-address eq 2.2.2.2 
  condition 2 src.net.ip-address eq 1.1.1.1 
  condition 3 src.net.port eq 100 
  condition 4 dst.net.port eq 80 
  condition 5 net.protocol eq 6 
  action 1 permit

ポリシー

ファイアウォール ポリシーは、特定のポリシーにルールをバインドし、ルール間にランクを作成しま

す。ポリシーは、Cisco VSG 上のネットワーク トラフィックを適用します。ポリシーは次のポリシー 
オブジェクトのセットを使用して構築されます。

• ルール

• 条件 

• アクション

• オブジェクト グループ

• ゾーン

ポリシーは、一連の間接的な関連付けを使用して Cisco VSG にバインドされます。セキュリティ管理

者は、セキュリティ プロファイルを設定すると、セキュリティ プロファイル内のポリシー名を参照で

きます。セキュリティ プロファイルは、Cisco VSG へのリファレンスを持つポート プロファイルに関

連付けられます。

次に、show running-config コマンド出力にポリシーが表示される例を示します。

vsg# show running-config policy p2
policy p2
  rule r2 order 10

次に、show running-config コマンド出力に条件が表示される例を示します。

condition 1 dst.net.ip-address eq 2.2.2.2
condition 2 src.net.ip-address eq 1.1.1.1

次に、show running-config コマンド出力にアクションが表示される例を示します。

action 1 permit

Cisco Virtual Security Gateway の属性

ここでは、Cisco Virtual Security Gateway の属性について説明します。
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この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「属性名表記に関する情報」（P.6-5）

• 「属性クラス」（P.6-5）

属性名表記に関する情報

この項では、次のトピックについて取り上げます。

• 「方向属性」（P.6-5）

• 「ニュートラル属性」（P.6-5）

方向属性

ファイアウォール ポリシーは、着信パケットまたは発信パケットに対して方向付けられています。

ルール条件内の属性は、送信元または宛先のいずれかに関連するように指定されたものが必要です。

src.、dst.のようなプレフィクス、または属性名は、方向付けに使用されます。

ニュートラル属性

オブジェクト グループおよびゾーンは異なる方向のさまざまなルール間で共有されるため、オブジェ

クト グループ条件で使用される属性は方向付けされません。方向付けされていない属性（src.または 
dst.などの方向プレフィクスを提供 しない）は、ニュートラル属性と呼ばれます。

異なる方向の 2 つのルール条件は同じオブジェクト グループ定義を共有できます。オブジェクト グ
ループで使用されるニュートラル属性と net.ip-address は、src.net.ip-address および dst.net.ip-address 
のような異なるルールで使用される方向属性と関連付けることができます。

属性クラス

Cisco VSG 属性は、次のクラスに分類されます。

• 「ネットワーク属性」（P.6-5）

• 「VM 属性」（P.6-6）

• 「ゾーン属性」（P.6-8）

属性は、ポリシー ルールおよび条件の設定、またはゾーン定義で使用されます。ゾーンは、VM 属性

を使用して定義することもできます。

ネットワーク属性 

ここでは、VSG ネットワーク属性について説明します（表 6-2を参照）。

表 6-2 ネットワーク属性

説明 名前

送信元 IP アドレス src.net.ip-address

送信元ポート src.net.port

宛先 IP アドレス dst.net.ip-address

宛先ポート dst.net.port

IP アドレス1 net.ip-address
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VM 属性

VM 属性は、仮想マシンのインフラストラクチャに関連する属性で、次の VM 属性のクラスを含みま

す。

• 仮想インフラストラクチャ属性：これらの属性は、VMware vCenter から取得され、表 6-3 にリス

トされている名前にマッピングされます。

• ポート プロファイル属性：これらの属性は、ポート プロファイルに関連付けられます。

• カスタム属性：これらの属性は、サービス プロファイルで設定できます。

表 6-3 に、サポートされる VM 属性を示します。

ポート 1 net.port

IP プロトコル 91 net.protocol

レイヤ 2 モードのフレームの EtherType1 net.ethertype

1. ニュートラル属性

表 6-2 ネットワーク属性

説明 名前

表 6-3 VM 属性

説明 名前

VM の名前 src.vm.name

dst.vm.name

vm.name1

親ホスト（ESX ホスト）の名前 src.vm.host-name

dst.vm.host-name

vm.host-name1

ゲスト OS のフルネーム（バージョン含む） src.vm.os-fullname

dst.vm.os-fullname

vm.os-fullname1

関連付けられた仮想アプリケーションの名前 src.vm.vapp-name

dst.vm.vapp-name

vm.vapp-name1

関連付けられたクラスタの名前 src.vm.cluster-name

dst.vm.cluster-name

vm.cluster.name1

VM のインベントリ パス src.vm.inventory-path

dst.vm.inventory-path

vm.inventory-path1
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カスタム VM 属性は、サービス プロファイルの下で設定できるユーザ定義の属性です。

特定の vNIC に関連付けられたポート プロファイルの名前 src.vm.portprofile-name

dst.vm.portprofile-name

vm.portprofile-name1

関連付けられたポート グループのセキュリティ プロファイルからのカス

タム属性。

（注） 一意のカスタム属性 xxx ごとに、合成された属性名は 
src.vm.custom.xxx または dst.vm.custom.xxx となります。ポリ

シーは合成された属性名を使用します。

src.vm.custom.xxx

dst.vm.custom.xxx

vm.custom.xxx1

1. ニュートラル属性

表 6-3 VM 属性

説明 名前
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次に、Cisco VSG の VM 属性を確認する例を示します。

vsg# show vsg vm

VM uuid          : 421c2a2d-5e7c-3bdb-51e7-f7528163b021
VM attributes :
    name                       : centos5.3_3_vem1_clone
    vapp-name                  : apps
    os-fullname                : red hat enterprise linux 4 (32-bit)
    tools-status               : installed
    host-name                  : 10.193.75.20
    cluster-name               : dc_dm1_clu1

ゾーン属性

表 6-4 に、Cisco VSG がサポートするゾーン属性を示します。

セキュリティ プロファイル

セキュリティ プロファイルは、ポリシーの記述に使用できるカスタム属性を定義します。特定のポー

ト プロファイルのタグが付いたすべての VM は、そのポート プロファイルに関連付けられたセキュリ

ティ プロファイルで定義されたファイアウォール ポリシーおよびカスタム属性を継承します。各カス

タム属性は、state = CA のように名前と値のペアとして設定されます。

次に、Cisco VSG のセキュリティ プロファイルを確認する例を示します。

vsg_d3338(config-vnm-policy-agent)# show vsg security-profile table
--------------------------------------------------------------------------------
         Security-Profile Name           VNSP ID      Policy Name
--------------------------------------------------------------------------------
default@root                             1       default@root
sp10@root/tenant_d3338                   9       ps9@root/tenant_d3338
sp9@root/tenant_d3338                    10      ps9@root/tenant_d3338
sp2@root/tenant_d3338                    11      ps1@root/tenant_d3338
sp1@root/tenant_d3338                    12      ps1@root/tenant_d3338

次に、Cisco VSG のセキュリティ プロファイルを確認する例を示します。

vsg_d3338(config-vnm-policy-agent)# show vsg security-profile
VNSP             : sp10@root/tenant_d3338
VNSP id          : 9
Policy Name      : ps9@root/tenant_d3338
Policy id        : 3
Custom attributes :
    vnsporg                    : root/tenant_d3338

VNSP             : default@root
VNSP id          : 1
Policy Name      : default@root
Policy id        : 1

表 6-4 ゾーン属性

説明 名前

ゾーン名。これは複数値属性で、複数のゾー

ンに同時に属することができます。

src.zone.name

dst.zone.name

zone.name1

1. ニュートラル属性
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Custom attributes :
    vnsporg                    : root

VNSP             : sp1@root/tenant_d3338
VNSP id          : 12
Policy Name      : ps1@root/tenant_d3338
Policy id        : 2
Custom attributes :
    vnsporg                    : root/tenant_d3338
    location                   : losangeles
    color9                     : test9
    color8                     : test8
    color7                     : test7
    color6                     : test6
    color5                     : test5
    color4                     : test4
    color3                     : test3
    color2                     : test2
    color13                    : test13
    color12                    : test12
    color11                    : test11
    color10                    : test10
    color1                     : test1
    color                      : red

VNSP             : sp2@root/tenant_d3338
VNSP id          : 11
Policy Name      : ps1@root/tenant_d3338
Policy id        : 2
Custom attributes :
    vnsporg                    : root/tenant_d3338
    location                   : sanjose
    color                      : blue

VNSP             : sp9@root/tenant_d3338
VNSP id          : 10
Policy Name      : ps9@root/tenant_d3338
Policy id        : 3
Custom attributes :
    vnsporg                    : root/tenant_d3338

Cisco VNMC および Cisco VSG のセキュリティ プロファイルおよびポリ
シーの表示

Cisco VNMC GUI を使用すると、Cisco VSG のセキュリティ ポリシー オブジェクトを表示できます。

Cisco VNMC GUI で表示されるポリシー オブジェクトは、show running-config コマンドを入力して 
Cisco VSG CLI に表示される組織のパス位置と必ずしも同じ位置に表示されるわけではありません。

たとえば、Cisco VNMC GUI では、仮想データセンター DC1 がテナントの下にあり、アプリケーショ

ン APP1 が DC1 の下にある場合、APP1 レベルの vvnsp app1-sp は DC レベルのポリシー セット ps1 
を指します。

図 6-1 に、Cisco VNMC GUI の組織構造を示します。
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図 6-1 テナント、データセンター、およびアプリケーションの Cisco VNMC 組織階層

security-profile app1-sp@root/tenant4/DC1/APP1
  policy ps1@root/tenant4/DC1/APP1
  custom-attribute loc "sunnyvale"
  custom-attribute vnsporg "root/tenant4/dc1/app1"

show running-config コマンドの出力は、ポリシー セットおよびそのオブジェクトが、セキュリティ 
プロファイルが定義されている APP1 レベルから解決されることを示しています。Cisco VNMC GUI 
のオブジェクトの実際の場所は DC1 レベルです。

policy ps1@root/tenant4/DC1/APP1
rule p1/r1@root/tenant4/DC1/APP1 order 101

Cisco VSG の show running-config コマンド出力で表示されるポリシー オブジェクト DN は、DN（解
決される場所と関連する DN）とともに表示されます。ポリシー オブジェクト DN は、Cisco VNMC 
の組織階層に実際のポリシー オブジェクトがある場所にはありません。

ただし、セキュリティ プロファイルは、Cisco VNMC の組織階層に実際のセキュリティ プロファイル

が作成された場所に DN とともに表示されます。

ポリシー オブジェクトは、Cisco VNMC の組織階層にセキュリティ プロファイルが置かれている場所

の上で解決されます。

例

次の例では、Cisco VSG が次の仕様で設定されています。

• セキュリティ プロファイル（VNSP）sp1 に、ルール r1 を含むポリシー p1 のあるポリシーセット 
ps1 があります。

• ポリシーセット ps1 が Cisco VNMC の組織ツリー内のルートに置かれています。

• ポリシー p1 が Cisco VNMC の組織ツリー内のルートに置かれています。

• ルール r1 が Cisco VNMC のポリシー p1 内に置かれています（Cisco VNMC ではルール オブジェ

クト自体を作成できません）。

• セキュリティ プロファイル sp1 が Cisco VNMC の tenant_d3337/dc1 に置かれています。

tenant_d3337 のすべての Cisco VSG には、次の show-running config コマンド出力があります（この

設定はリーフ パス内のすべての Cisco VSG に複製されます）。

security-profile sp1@root/tenant_d3337/dc1
  policy ps1@root/tenant_d3337/dc1
  custom-attribute vnsporg "root/tenant_d3337/dc1"

policy p1@root/tenant_d3337/dc1
  rule p1/r1@root/tenant_d3337/dc1 order 101

 4

       DC1             ps1 p1  r1  Cisco VNMC GUI 

        APP1         security-profile app1-sp  Cisco VNMC GUI 23
90

75
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サービス ファイアウォールのロギングの設定
（注） 上のポリシー オブジェクトは、実際は Cisco VNMC の組織ツリーの DC1 レベルには存在しませんが、

Cisco VNMC 組織ツリー内のその位置から解決されます。

サービス ファイアウォールのロギングの設定
サービス ファイアウォールのログを使用してファイアウォール ポリシーをテストおよびデバッグでき

ます。ポリシーの評価中に、ポリシー エンジンによりポリシー評価のポリシー結果が表示されます。

このツールは、ポリシーをトラブルシューティングするユーザとポリシー記述者双方に役立ちます。

はじめる前に

この手順を開始する前に、次のことを実行または確認する必要があります。

• Cisco VSG ソフトウェアは 3 つのネットワーク アダプタで実行されている必要があります。次の

ようにネットワーク ラベルを割り当てます。

– ポート プロファイルとして Service（eth0） 

– 管理 VLAN として Mgmt（Eth1）

– ポート プロファイルとして HA（Eth2）

ネットワーク アダプタへのネットワーク ラベルの割り当てに関する詳細については、『Cisco 
Virtual Security Gateway, Release 4.2(1)VSG1(3.1) and Cisco Virtual Network Management Center, 
Release 1.3 Installation and Upgrade Guide』を参照してください。

• Cisco VSG VM の電源をオンにし、データ インターフェイスの IP（data0 用）および管理インター

フェイスの IP を設定します。

手順の概要

1. configure

2. service-firewall logging enable

3. logging monitor level

4. （任意）copy running-config startup-config

5. exit

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 configure

Example:
vsg# configure

グローバル コンフィギュレーション モードに切り

替えます。

ステップ 2 service-firewall logging enable

Example:
vsg(config)# service-firewall logging 
enable

ファイアウォールのロギングのサービスをイネーブ

ルにします。
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Cisco VSG の設定の確認
Cisco VSG の設定の確認
Cisco VSG の設定を表示するには、show running-config コマンドを使用します。

vsg# show running-config

!Command: show running-config
!Time: Wed Jan 26 15:39:57 2011

version 4.2(1)VSG1(1)
feature telnet
no feature http-server

username adminbackup password 5 $1$Oip/C5Ci$oOdx7oJSlBCFpNRmQK4na.  role network-operator
username admin password 5 $1$CbPcXmpk$l31YumYWiO0X/EY1qYsFB.  role network-admin
username vsnbetauser password 5 $1$mr/jBgON$hoJsM9ACdPHRWPM3KpI6/1  role network-admin

banner motd #Nexus VSN#

ssh key rsa 2048 
ip domain-lookup
ip domain-lookup
hostname vsg
snmp-server user admin auth md5 0x0b4894684d52823092c7a7c0b87a853d priv 
0x0b4894684d52823092c7a7c0b87a853d localizedkey engineID 128:0:0:9:
3:0:0:0:0:0:0
snmp-server user vsnbetauser auth md5 0x272e8099cab7365fd1649d351b953884 priv 
0x272e8099cab7365fd1649d351b953884 localizedkey engineID 128:
0:0:9:3:0:0:0:0:0:0

vrf context management
  ip route 0.0.0.0/0 10.193.72.1
vlan 1
port-channel load-balance ethernet source-mac
port-profile default max-ports 32

vdc vsg id 1
  limit-resource vlan minimum 16 maximum 2049
  limit-resource monitor-session minimum 0 maximum 2
  limit-resource vrf minimum 16 maximum 8192
  limit-resource port-channel minimum 0 maximum 768
  limit-resource u4route-mem minimum 32 maximum 32
  limit-resource u6route-mem minimum 16 maximum 16

ステップ 3 logging monitor level

Example:
vsg(config)# logging monitor 6

すべてのトラフィック フローを記録するように、

サービス ファイアウォールのログ レベルを 6 に設

定します。

ステップ 4 copy running-config startup-config

Example:
vsg(config)# copy running-config 
startup-config

（任意）コンフィギュレーションの変更を保存しま

す。

ステップ 5 exit

Example:
vsg(config)# exit

コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的
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Cisco VSG の設定の確認
  limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58
  limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

interface mgmt0
  ip address 10.193.73.185/21

interface data0
cli alias name ukickstart copy scp://user@<ip 
address>/ws/sjc/baselard_latest/build/images/gdb/nexus-1000v-kickstart-mzg.VSG1.1.bin 
bootflash:ukickstart
cli alias name udplug copy scp://user@<ip 
address>/ws/sjc/baselard_latest/build/images/gdb/nexus-1000v-dplug-mzg.VSG1.1.bin 
bootflash:ukickstart
cli alias name udplug copy scp://user@<ip 
address>/ws/sjc/baselard_latest/build/images/gdb/nexus-1000v-dplug-mzg.VSG1.1.bin 
bootflash:dplug
cli alias name uimage copy scp://user@<ip 
address>/ws/sjc/baselard_latest/build/images/gdb/nexus-1000v-mzg.VSG1.1.bin 
bootflash:user_bin
line console
boot kickstart bootflash:/ukickstart sup-1
boot system bootflash:/user_bin sup-1
boot kickstart bootflash:/ukickstart sup-2
boot system bootflash:/user_bin sup-2
mgmt-policy TCP permit protocol tcp
  ha-pair id 25

security-profile profile1
  policy p2

security-profile profile2
  policy p1
  custom-attribute state "texas"
object-group g1 net.port
  match 1 eq 80 
  match 2 eq 443 
zone zone1
  condition 1 net.ip-address eq 1.1.1.1 
  condition 2 net.port eq 80 
  condition 2 net.port eq 80 
rule r2
  condition 1 dst.net.ip-address eq 2.2.2.2 
  condition 2 src.net.ip-address eq 1.1.1.1 
  condition 3 src.net.port eq 100 
  condition 4 dst.net.port eq 80 
  condition 5 net.protocol eq 6 
  action 1 permit
rule r5
  condition 1 net.ethertype eq 0x800 
  action 1 inspect ftp
rule r6
rule r7
policy p2
  rule r2 order 10 
policy p1
  rule r2 order 10 
service firewall logging enable
vnm-policy-agent
  registration-ip 10.193.73.190
  shared-secret **********
  log-level info

vsg#
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設定の制限値
設定の制限値
表 6-5 に、Cisco VSG を設定する場合の制限値を示します。

表 6-5 設定の 大制限値

機能 上限

Cisco VSG の各ゾーン 16 カウント

ポリシーごとのルール 1000 カウント

Cisco VSG ごとのポリシー セット 16 カウント

ルールごとの属性 10

ルールごとの条件 10

Cisco VSG ごとの 大ルール数 1000 カウント
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